「ぐんまクールシェア２０１９」クールシェアスポット一覧
施設等の名称

所在地

電話番号

実施期間中の
実施期間中の
営業時間（開館時間） 休業日（閉館日）

施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

前橋市

昌賢学園まえばしホール
（前橋市民文化会館）

前橋市南町三丁目６２
027-221-4321
－１

9時00分～22時00分

毎週火曜日（同日が祝日の 前橋の市民文化の拠点としてコンサート等ができる文化施設です。1階市民 http://www.maebashiときは翌日）
プラザ、市民ロビー、2階フリースペース等が利用できます。
cc.or.jp/maebashishibun/

大胡シャンテ マルエホー
ル(前橋市民文化会館大
胡分館）

前橋市大胡町15

027-283-1100

9時00分～17時00分

毎週月曜日（同日が祝日の 大胡にある前橋市民文化会館の分館です。1階ロビー等がご利用いただけ http://www.maebashiときは翌日）
ます。
cc.or.jp/ohgoshante/

アーツ前橋

前橋市千代田町五丁
目1-16

027-230-1144

10:00～18:00

水曜日（祝日の場合は翌
日）、年末年始

１階部分は入館料無料（ギャラリー１、アーカイヴ、交流スペースほか）。１階
にはカフェ、ショップも併設されています。アーカイヴでは美術関連書籍が閲 http://artsmeabashi.jp/
覧可能です。

萩原朔太郎記念・水と緑と 前橋市千代田町三丁
詩のまち前橋文学館
目12-10

027-235-8011

9:00～17:00

水曜日（祝日の場合は翌
日）、年末年始

１階ロビー、３階オープンギャラリーは入館料無料です。１階ロビーには、朔
太郎関連の本、詩集、企画展関連の本など自由閲覧本コーナーがありま
http://www.maebashibungakukan.jp/
す。
コンサートや展示会等で利用されるにぎわいホール、こどもを対象とした日
http://www.city.maebashi.gunma.jp/ji
本最大級のこども図書館や、市民学習を支援するための公民館等が集まっ
gyousya/331/338/345/p002588.html
た、地域交流を目的とした公共施設。

Ｋ´ＢＩＸ元気２１まえばし
（前橋プラザ元気２１）

前橋市本町二丁目１２ ０２７－２１０－
－１
２２７３

８時３０分 ～ ２２時 なし（機器メンテナンス日
００分
等）

前橋市総社歴史資料館

前橋市総社町総社１５ ０２７－２１２－
８４番地１
２５５８

http://maebashi９時００分 ～ １６時 月曜（祝日は開館し、祝日 冷房あり。総社地区を中心とした考古資料や民俗資料を展示しており、地域
bunkazai.jp/modules/site/index.php?a
００分
後の休日でない日が休館） の文化や昔の生活を知ることができます。
ction=PageView&page_id=1

前橋市粕川歴史民俗資料 前橋市粕川町膳４８番 ０２７－２３０－
館
地１
６３８８

阿久沢家住宅

前橋市柏倉町６０４番
地１

１０時００分 ～ １６
時００分

月・火（祝日は開館し、祝日
後の休日でない日が休館） 冷房あり。赤城南麓地域を中心とした考古資料や民俗資料を展示し、地域
※展示替えのための臨時 の文化や昔の生活を知ることができます。
休館あり

０２７－２８０－
９時００分 ～ １６時
６５１１（文化財
月・火・水（祝日は開館）
００分
保護課）

日本キャンパック大室公 前橋市西大室町２５１０
０２７－２６８－
園内 民家園・大室はにわ 番地 日本キャンパッ
０４３９
館
ク大室公園内

９時００分 ～ １６時
月・火・水
００分

http://maebashibunkazai.jp/modules/site/index.php?a
ction=PageView&page_id=2

http://maebashi国指定重要文化財・阿久澤家住宅は北関東の平地における典型的な中規
bunkazai.jp/modules/site/index.php?a
模古民家です。茅葺寄棟造りで土壁となっているため夏涼しいです。
ction=PageView&page_id=6
園内にある旧関根家住宅は、市指定重要文化財で、赤城南麓地方にみら
れる典型的な養蚕農家です。この建物は養蚕を行いやすいように2階の通
風、採光をよくする工夫をしているため夏涼しいです。
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施設等の名称

所在地

前橋市宮城支所

前橋市鼻毛石町1507027-283-2131
4

8時30分～17時15分

前橋市 粕川支所

前橋市粕川町西田面
216-1

8時30分～17時15分 毎週土曜・日曜・祝日

前橋市富士見支所

前橋市富士見町240番
027-288-2211
地

8時30分～17時15分

毎週土曜・日曜と 7/15・
8/12

クールシェアで利用できる場所：富士見支所２階フロア

前橋市大胡支所

前橋市堀越町１１１５番 027-283-1111

8時30分～17時15分

毎週土曜・日曜と 7/15・
8/12

情報提供コーナーを利用していただきます。一度に4人まで利用可能。授乳
https://www.city.maebashi.gunma.jp/
室と兼用のため利用者がいる場合は利用できません。また、選挙の期日前
gyosei/2/8/2/2/index.html
投票期間中や情報提供コーナー利用者がいる場合も利用できません。

前橋市立図書館

前橋市大手町2-12-9

027-224-4311 火曜～金曜9時～19
（開館時間のみ 時
土曜、日曜、
通話可能）
祝日10時～17時

前橋市上川淵公民館（上
川淵市民サービスセン
ター）

前橋市後閑町３５

027-265-0455

8時30分～17時15分 土曜日・日曜日・祝日

一度に10名程度までクールシェアできます。
https://www.city.maebashi.gunma.jp/
夏休み期間中（土・日・祝日を除く、7月22日から8月26日）は、小中高校生対
kosodate_kyoiku/5_1/2_1/11309.html
象に自習スペースを開催予定です。

前橋市下川淵公民館（下
川淵市民サービスセン
ター）

前橋市鶴光路町７０１

０２７－２６５－
０６５１

8時30分～17時15分 土曜日・日曜日・祝日

一度に15人程度までクールシェアできます。
https://www.city.maebashi.gunma.jp/
夏休み期間中（土・日・祝日を除く、7月22日から8月26日）は、小中高校生対
kosodate_kyoiku/5_1/2_1/11309.html
象に自習スペースを別に設けます。

前橋市芳賀公民館（芳賀
市民サービスセンター）

前橋市鳥取町８１７番
地

027-269-6724

8時30分～17時15分 土曜日・日曜日・祝日

公民館のロビーを開放します。猛暑を避けて、夏休みの学習や読書に利用 https://www.city.maebashi.gunma.jp/
ください。
kosodate_kyoiku/5_1/2_1/11309.html

前橋市桂萱公民館（桂萱
市民サービスセンター）

前橋市上泉町141番地
027-261-0111
3

8時30分～17時15分 土曜日・日曜日・祝日

クールシェア期間中、公民館ロビーに休憩用のテーブル・イスを増設します。
学校や塾の宿題をしたり、ミーティング等にもご利用可能です。
https://www.city.maebashi.gunma.jp/
図書館分館を併設するので、併せてご利用いただけます（図書館は月曜日 kosodate_kyoiku/5_1/2_1/11309.html
休館）。

前橋市東公民館（東市民
サービスセンター）

前橋市箱田町543-1

8時30分～17時15分 土曜日・日曜日・祝日

施設内「交流スペース」にて、お勉強や読書など、自由にお過ごしいただけ
ます。8テーブル各イス4脚で、32人までご利用いただけます。

０２７－２８５－
４１１１（代）

027-251-2598

毎週土曜・日曜と及び祝祭
一度に１０人程度クールシェアできます。
日

１階のフリースペースなど１０名程度までクールシェアできます。

https://www.city.maebashi.gunma.jp/
soshiki/shimin/miyagi/index.html

http://www.city.maebashi.gunma.jp/s
oshiki/simin/kasukawa/index.html

毎週月曜（祝日の場合は翌 ・１階には中央図書室、新聞雑誌コーナー、社会人読書室があり、２階には http://www.tosyokan.city.maebashi.gu
日）
郷土資料室、県内資料室などがあります。
nma.jp/

2／32

https://www.city.maebashi.gunma.jp/
kosodate_kyoiku/5_1/2_1/11309.html

「ぐんまクールシェア２０１９」クールシェアスポット一覧
実施期間中の
実施期間中の
営業時間（開館時間） 休業日（閉館日）
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前橋市総社町総社１５
027-251-4933
８３－２

8時30分～17時15分 土曜日・日曜日・祝日

一度に20人程度までクールシェアできます。
https://www.city.maebashi.gunma.jp/
夏休み期間中（土・日・祝日を除く、7月22日から8月26日）は、小中高校生対
kosodate_kyoiku/5_1/2_1/11309.html
象に自習スペースを別に設けます。

前橋市南橘公民館（南橘
市民サービスセンター）

前橋市日輪寺町１５８
番地

０２７－２３１－
２３７６

8時30分～17時15分 土曜日・日曜日・祝日

公共施設の冷房をシェアしながら、自由に利用できるスペースです。

https://www.city.maebashi.gunma.jp/
kosodate_kyoiku/5_1/2_1/11309.html

前橋市清里公民館（清里
市民サービスセンター）

前橋市青梨子町３３９
番地

027-251-9005

8時30分～17時15分 土曜日・日曜日・祝日

公民館ロビーに設置の机にて、10人ほど利用可能です。

https://www.city.maebashi.gunma.jp/
kosodate_kyoiku/5_1/2_1/11309.html

前橋市永明公民館（永明
市民サービスセンター）

前橋市小屋原町1857027-266-5775
3

8時30分～17時15分 土曜日・日曜日・祝日

公民館ロビーにて、８人ほど利用可能です。

https://www.city.maebashi.gunma.jp/
kosodate_kyoiku/5_1/2_1/11309.html

前橋市大胡公民館

前橋市河原浜町480

027-283-0118

8時30分～17時15分 土曜日・日曜日・祝日

ベンチ４台設置。熱中症対策に玄関ロビーをご利用ください。

https://www.city.maebashi.gunma.jp/
kosodate_kyoiku/5_1/2_1/11309.html

前橋市宮城公民館

前橋市鼻毛石町１７１１ ０２７－２８３－
－８
６８８６

8時30分～17時15分 土曜日・日曜日・祝日

公民館１階ロビーにて、学習や休憩に利用できます。

https://www.city.maebashi.gunma.jp/
kosodate_kyoiku/5_1/2_1/11309.html

前橋市粕川公民館

前橋市粕川町西田面１ ０２７－２８５－
９４－４
３３１１

8時30分～17時15分 土曜日・日曜日・祝日

１階ロビーを解放します。丸テーブル、椅子、ソファが利用できます。

https://www.city.maebashi.gunma.jp/
kosodate_kyoiku/5_1/2_1/11309.html

前橋市富士見公民館

前橋市富士見町田島
866-1

027-288-6111

8時30分～17時15分 土曜日・日曜日・祝日

富士見公民館１階、２階のロビーでクールシェアできます。

https://www.city.maebashi.gunma.jp/
kosodate_kyoiku/5_1/2_1/11309.html

前橋テルサ

前橋市千代田町二丁
目5番1号

０２７－２３１－
３２１１

8時30分～17時

前橋市中心市街地の前橋テルサ1階ロビーを、お買い物や街中散策の休憩
http://www.maebashi-cc.or.jp
場所としてご利用ください。

027-224-2548

９時００分 ～ １６時
「学び」と「遊び」の活動拠点として、子どもたちの夢を育てる総合文化施設
３０分
月曜日（祝日の場合は翌日
です。館内は、ぐるぐる美術館・停本所・わくわくアクア・スペースeco・クライ
※夏休み期間は９時
休館）、第２木曜日
ミングウォールなどで楽しめます。
００分 ～ １７時００
分

施設等の名称

所在地

前橋市総社公民館（総社
市民サービスセンター）

前橋市児童文化センター

前橋市西片貝町五丁
目８番地

電話番号

無し
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施設等の名称

所在地

電話番号

実施期間中の
実施期間中の
営業時間（開館時間） 休業日（閉館日）

群馬県生涯学習センター

前橋市文京町二丁目２ ０２７２－２２４
０－２２
－５７００

開館時間 9時00分～22時00
分（日曜、祝日は9時00分～
17時00分）
少年科学館 9時30分～17時
00分
視聴覚センター及び情報相
談フロア 9時00分～17時00
分

群馬県青少年会館

前橋市荒牧町2番地12 027-234-1131

9時00分～17時00分

群馬県生活文化スポーツ 前橋市大手町１－１－ ０２７－２２６－
部県民センター
１
２２６３

施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

・視聴覚センターの視聴ブースでは、無料でDVD/CD等を楽しめます。
月曜日（祝休日の場合は翌 ・少年科学館プラネタリウムの観覧料は大人300円、中学生以下無料です。
http://www.manabi.pref.gunma.jp/
日）
少年科学館は施設休館日の他に毎月1回火曜日整備点検日のため休館と
なります。
原則、毎週月曜日が休館日
敷島公園ばら園から徒歩５分の場所に位置する当会館は、青少年の教育
となります。
研修を目的として群馬県が設置した公共施設です。子どもや青年対象の事 http://www.gyc.or.jp
（祝日の場合はその直後の
業を企画・実施しています。１階ロビーで１５人程度クールシェアできます。
休日でない日）
県政情報から観光情報まで「ぐんま」に関する様々な情報提供を行っていま
す。
http://www.pref.gunma.lg.jo/01/c011
行政資料閲覧用席やぐんまちゃん広場（ぐんまちゃんとの撮影スポット、キッ 0155.html
ズコーナーなど）もあり、誰でも利用できます。

８時３０分～１７時１５
分 土日祝日９時～１ 原則なし
７時

群馬県立図書館

前橋市日吉町１－９－ ０２７－２３１－
１
３００８

９時００分～ １９時０
０分（火～金曜日）
９時００分～ １８時０
蔵書数約８３万冊を誇る県立の図書館です。
０分（土曜日）
月曜日（月曜日が祝日の場
１階に中央読書室・こども読書相談室･新聞雑誌室、２階に調査相談室があ
９時００分～ １７時０ 合は翌日）、毎月最終木曜
http://www.library.pref.gunma.jp/
ります。４階には第２読書室（９２席）、展望読書室（２２席）があり、読書や学
０分（日曜日）
日
習等、どなたでもご利用いただけます。
こども読書相談室の
開館は１７時までで
す。

群馬県立文書館

前橋市文京町3-27-26 027-221-2346

9時00分～17時00分

毎週月曜日、祝日、7/31、
8/31

8時30分～22時00分

保守点検日（7月8日、7月9 1階東側玄関ホール内「風の広場」（催し物来場者の混雑状況等により、利
日、8月26日）
用できない場合もあります）

http://www.gunmabunkazigyodan.or.jp
/kenmin/

7/24㊌、8/21㊌、8/28㊌

http://www.suzuran-dpt.co.jp

ベイシア文化ホール（群馬 前橋市日吉町１－１０
県民会館）
－１

027-232-1111

㈱スズラン 前橋店

前橋市千代田町2-12027-233-1111
3

10：00～19：00

ガーデン前橋

前橋市小屋原町472-1 027-267-1346

10時00分～21時00分
（店舗により営業時間 なし
が異なります）

１階展示室では無料で展示を観覧できます。７月７日（日）まで「新規公開文
書展2019」を、８月３日(土)からテーマ展示「いい湯だなぁ～♪－ぐんまの温 https://www.archives.pref.gunma.jp/
泉 今・昔－」を開催します。

本館、新館、シューズ館、別館

ガーデン前橋は、店舗ごとに外から出入り可能なオープンモール式を採用し
http://xgarden-maebashi.net/
た（一部店舗除く）、前橋・駒形バイパス沿いショッピングモールです。
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施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

前橋市国領町２丁目１
027-231-4180
４－１

10:00～20:00(一部店
なし
舗9:00～22:00）

フードコート、店内ベンチなど

前橋市文京町2-1-1

10時0分～22時0分

施設等の名称

所在地

前橋リリカ

けやきウォーク前橋 （ア
ピタ前橋店）

電話番号

027-226-8811

環境に配慮しながら全館で空調を稼動。ベンチや休憩スペースも多数ご用
8月21日 意。クールシェアと同時に、ショッピングや食事はもちろん、イベント・映画・
ゲーム等のレジャーもお楽しみ頂ける立体駐車場完備の大型施設です。

前橋市大手町１－１－
ＮＰＯ･ボランティアサロン １ 群馬県庁昭和庁舎 027-243-5118
1階

月～金 １０時００分
～ １９時００分
日曜日、祝日
土
１０時００分
～ １５時００分

東日本旅客鉄道株式会社
前橋市表町2-29-16
前橋駅

5:20～23:30

-

http://www.lirica.sc/

http://keyaki-walk.com/

1928年に建てられた昭和庁舎の1階にあります。県内のNPOや市民活動に
関する情報を発信したり、ボランティア活動などについて相談ができる施設 http://www.npo.pref.gunma.jp/salon.h
です。打合せ用や、ぐんまちゃんのテーブルもあります。
tml

・北口駅前のドライミストの下は約２度ほど気温が下がる
・駅コンコースは高架下のため気温が低く暑さをしのげる
・待合室には冷房設備があり自由に利用できる

なし

無料のカフェでおくつろぎください。衣食住、エンディングまで様々なご相談を
承ります。地域の皆様の憩の場としてご利用ください。町内会合、セミナー開 http://memolead.net/funeral/lifestyle
催など無料で貸出致します（条件あり）。アート作品の展示などご相談くださ -gallery/
い。フレグランス、お線香も扱っております。

前橋市日吉町2-33-40
027-232-9494
メモリード日吉会館内

10:00

前橋市新堀町940 蔦
タリーズコーヒー前橋みな
屋書店前橋みなみモー 027-290-3880
みモール店
ル店内1F

10時00分～22時00分
（土日祝）8時00分-22
時00分

ひんやり冷たい多数のスムージーをご用意してお待ちしております。
マイボトルのお持ちのお客様には、ドリンク価格より30円引きさせていただき http://www.tullys.co.jp/
ます。（マイボトルは、タンブラーのほかマグカップもＯＫです。）

ミスタードーナツ けやき
ウォーク前橋ショップ

前橋市文京町２丁目１
027-243-7767
－１

10:00～22:00

ミスタードーナツでは、手づくりのおいしいドーナツをご用意しております。
冷たいドリンクや期間限定の冷たいスイーツもございます。ぜひお立ち寄りく www.misterdonut.jp
ださい。

ミスタードーナツ フォレスト
前橋市古市町１８０－１ 027-254-0087
モール新前橋ショップ

10:00～21:00

ミスタードーナツでは、手づくりのおいしいドーナツをご用意しております。
冷たいドリンクや期間限定の冷たいスイーツもございます。ぜひお立ち寄りく www.misterdonut.jp
ださい。

ミスタードーナツ ベイシア 前橋市新堀町８９３番
前橋みなみＭショップ
地

027-290-3113

10:00～20:00

ミスタードーナツでは、手づくりのおいしいドーナツをご用意しております。
冷たいドリンクや期間限定の冷たいスイーツもございます。ぜひお立ち寄りく www.misterdonut.jp
ださい。

ミスタードーナツ 前橋片貝
前橋市上泉町１５番２
ショップ

027-234-3318

09:00～21:00

ミスタードーナツでは、手づくりのおいしいドーナツをご用意しております。
冷たいドリンクや期間限定の冷たいスイーツもございます。ぜひお立ち寄りく www.misterdonut.jp
ださい。

ライフスタイルギャラリー

18:00
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施設等の名称

所在地

電話番号

実施期間中の
実施期間中の
営業時間（開館時間） 休業日（閉館日）

施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

とりせん時沢店

前橋市富士見町時沢
791

027-289-1335

9：00～24：00

無休（元日のみ休業）

「安全です！新鮮です！！」をモットーに、地域のお客様の暮らしがより豊か
になるよう奉仕する会社です。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

とりせんロ－ズタウン店

前橋市江木町1701-1

027-230-3311

9：00～24：00

無休（元日のみ休業）

「安全です！新鮮です！！」をモットーに、地域のお客様の暮らしがより豊か
になるよう奉仕する会社です。皆様のご来店を心よりお待ちしております。 http://www.torisen.co.jp/

とりせん前橋駒形店

前橋市東善町43-1

027-289-3553

9：00～22：00

無休（元日のみ休業）

「安全です！新鮮です！！」をモットーに、地域のお客様の暮らしがより豊か
になるよう奉仕する会社です。皆様のご来店を心よりお待ちしております。 http://www.torisen.co.jp/

ブックマンズアカデミー前
橋店

前橋市大渡町2-3-1

027-280-3322

9時00分～24時00分

年中無休で営業していま
す。

１Fと２Ｆに椅子があり、１度に20人までクールシェアできます。１Ｆカフェコー
ナーでコーヒーをお買上の方には文真堂メンバーズカードポイントを１０ポイ
ント進呈します。（ポイントの進呈は7/1から）

日本料理くろ松

前橋市大手町1-1-1群
027-220-1131
馬県庁舎31Ｆ

11:30～14:00
17:00～22:00

不定休

県産の食材を多く使用し、お腹も心も満足していただけるお店を心掛けてい
ます。

生活協同組合コープぐん
ま細井店

前橋市上細井町1968

9時30分～22時00分 無し

ベルク前橋大島店

前橋市天川大島町
150-1

上毛共済生活協同組合

前橋市大友町１－５－
027-210-7733
５

お子様からご高齢の方まで群馬県民の皆様に、生命医療共済をお届けして
９時００分～１７時００ 毎週土曜・日曜と祝祭日及
いる組合です。一度に６人程度までですが、事務所内の共有スペースでゆっ https://jomokyosai.or.jp/
分
び8/13～8/15
くり過ごしていただけます。「上毛共済うちわ」をプレゼントします。

住宅総合リフォーム第一
電設

前橋市上細井町2316027-231-1598
1

１０時～１８時

前橋市若宮町1-1-10

月・火・水・金 9：00
～18：15 木 9：00～
日曜・祝日
17：00 土 9：00～
14：00

若宮 調剤薬局

027-235-8800

027-287-1300

027-234-6881

9：00～24：00

なし

お盆 毎週日曜日

http://www.torisen.co.jp/

http://bunshindo.co.jp

店内でお買上頂いた物を「涼しいイートインコーナー」でお召し上がりになる http://gunma.coopnet.or.jp/service/s
事ができます。
hop/
「地域社会の人々により充実した生活を」を企業理念に掲げ、地域密着型の
食品スーパーマーケットをチェーン展開しています。皆様のご来店、お待ちし
https://www.belc.jp/
ております。

当店はリフォーム＆外壁塗装専門店です。
一度に５人までクールシェア出来ます。
栄養士の料理教室開催中「ジェイドクッキングスクール」

小さな調剤薬局です。お薬や、健康についてご相談がてらお立ち寄りくださ
い。冷たいお茶もご用意しています。無料でご利用できます。
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所在地
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実施期間中の
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施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

高崎市
共有スペースとして、「情報提供コーナー」があります。丸テーブルや長テー
http://www.city.takasaki.gunma.jp/do
ブル、椅子が５０脚程度あります。一部、飲食ができるコーナーになっていま
cs/2014010600684/
す。

高崎市市民活動センター・
高崎市足門町1669－2 027－329-7114 9時00分～22時00分 なし、臨時休館あり
ソシアス

高崎市中央公民館

高崎市末広町27番地

027-322-5071

9時00分～22時00分

祝祭日、保守点検日（毎月 一度に20名までクールシェアできますが、玄関ロビーのみの利用となりま
末の最終の平日）
す。なお、空調の温度調節はできませんのであらかじめご了承ください。

http://www.city.takasaki.gunma.jp/do
cs/2013122401134/

高崎市東部公民館

高崎市貝沢町333番地 027-361-2651

9時00分～21時00分
※クールシェアの利
用は、平日の9時00
分～17時00分まで（２ 7月15日、8月11日～16日
Ｆ図書室は平日の9時
00分～16時30分ま
で）

高崎市西部公民館

高崎市金井淵町35番
地3

027-343-6094

高崎市西部小地区所在の地区公民館です。
9時00分～17時00分
１階の図書室が利用可能です。
http://www.city.takasaki.gunma.jp/do
土日祝日、8月13日～16日
（図書室）
飲食は隣の学習室にて可能です（学習室の利用がない場合のみ）。なお、ゴ cs/2013122500660/
ミは各自お持ち帰りください。

高崎市東公民館

高崎市弓町119番地9

027-328-3030

9時00分～21時00分
※クールシェアの利
7月15日、8月11日～16日
用は、平日の9時00
分～17時00分まで

高崎市倉渕公民館

高崎市倉渕町三ノ倉
303

027-378-3113

図書室：9時00分～19
高崎市役所倉渕支所の庁舎に付随する施設です。
時00分
祝祭日、年末年始、その他
http://www.city.takasaki.gunma.jp/do
図書室は公民館の図書室です。読書やビデオの視聴、学習に使えます。市
市民ロビー：8時30分 館長が必要と認めた日
cs/2013122401257/
民ロビーは公民館と倉渕支所の共通ロビーです。
～22時00分

高崎市上郊公民館

高崎市保渡田町2101027-373-6786
1

図書室で約20人クールシェアできます。図書室の蔵書は約4,800冊ありま
13時30分～17時30分 土・日曜日、祝日、8月13日
http://www.city.takasaki.gunma.jp/do
す。高崎市在住、在勤の方は利用者登録をすれば、図書の貸し出しも利用
(7月1日～9月30日） ～16日（7月1日～9月30日）
cs/2013122600537/
できます。

高崎市高浜町2395

9時00分～21時00分
※クールシェアの利
7月15日、8月11日～16日
用は、平日の9時00
分～17時00分まで

高崎市久留馬公民館

027-343-7011

高崎市観音塚考古資料館 高崎市八幡町800-144 027-343-2256

9時00分～16時00分

月曜日(7月15日、8月12日
は開館し、翌日休館)

図書室には乳幼児用おもちゃを備えています。読書や学習以外にも、こども http://www.city.takasaki.gunma.jp/do
の遊び場、子育て世代のおしゃべりや交流の場としてご利用いただけます。 cs/2013122600087/

2階談話コーナー（平日、午前9時00分～17時00分まで）で一度に10人まで
http://www.city.takasaki.gunma.jp/do
クールシェアできます。
cs/2013122600070/
また、談話コーナーでは飲食自由ですが、ゴミは各自でお持ち帰りください。

ロビー・図書室（平日、9時00分～17時00分まで）でクールシェアできます。
また、ロビーは飲食自由ですが、ゴミは各自でお持ち帰りください。

http://www.city.takasaki.gunma.jp/do
cs/2019032500028/

国の重要文化財である、古墳の出土品を展示しています。 資料館のホール http://www.city.takasaki.gunma.jp/do
は無料です。展示室観覧の場合は入館料が必要です。
cs/2014010800114/
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かみつけの里博物館

高崎市井出町1514番
地

027-373-8880

9時30分～17時00分
（入館は16時30分ま 毎週火曜日
で）

今年の夏は、「はにわ」に出会おう。涼しいロビーで週替わりのメニューが体 http://www.city.takasaki.gunma.jp/do
験できます。
cs/2014010701664/

榛名歴史民俗資料館

高崎市榛名山町138-1 027-374-9761

9時30分～16時00分 毎週火曜日

標高820ｍに立地しているため、涼しい環境で入館でき、資料を楽しむことが http://www.city.takasaki.gunma.jp/do
できます。
cs/2013121900188/

吉井郷土資料館

高崎市吉井町吉井285 027-387-5235

1階展示室は、吉井藩主家資料、馬庭念流資料、火打金資料の展示及び火
月曜日（月曜日が祝日・振
打金の体験コーナーがある。2階展示室は、自然史、考古から近代までの資 https://www.city.takasaki.gunma.jp/d
9時30分～16時30分 替休日の場合は開館し、翌
料を展示している。エレベーターは、不設置。1階及び2階展示室、2階休憩 ocs/2013121900157/
日が休館日）
スペース

多胡碑記念館

高崎市吉井町池1085

9時30分～17時00分 月曜日（月曜日が祝日・振
「世界の記憶」に登録された上野三碑の多胡碑の資料館です。ロビーでは
（入館は16時30分ま 替休日の場合は開館し、翌
上野三碑の紹介ビデオを放映しています。
で）
日が休館）

027-387-4928

火曜～金曜
10
時00分 ～ 20時00
7月31日（水）・8月28日（水）
分
土・日・月・祝日 10
時00分 ～ 17時00
月・土・日・祝日 10
時00分～17時00分 毎週火曜日と毎月最終金
水～金
10 曜日（7月26日、8月30日）
時00分～19時00分

http://www.city.takasaki.gunma.jp/do
cs/2013121900164/

高崎市立中央図書館

高崎市高松町5-28

027-322-7919

高崎市立箕郷図書館

高崎市箕郷町西明屋
299-1

027-371-4486

高崎市立群馬図書館

高崎市足門町1667－1 027－372-6644

土・日・祝日 10時
00分～17時00分
火～金
10時
00分～19時00分

高崎市立新町図書館

高崎市新町3126

0274-42-3100

月・土・日・祝日 10
時00分～17時00分 毎週火曜日と毎月最終金
水～金
10 曜日（7月26日、8月30日）
時00分～19時00分

http://lib.city.takasaki.gunma.jp/

高崎市立榛名図書館

高崎市下室田町900番
027-374-2212
地4

土・日・祝日 10時00
分～17時00分
毎週月曜日と毎月最終木
火～金
10時00 曜日（7月25日、8月29日）
分～19時00分

http://lib.city.takasaki.gunma.jp/

土・日・祝日 10時00
分～17時00分
毎週月曜日と7月27日・8月 2階、学習席と閲覧席を合わせて20人くらいクールシェア
火～金
10時00 30日
できます。
分～19時00分

http://lib.city.takasaki.gunma.jp/

高崎市立山種記念吉井図 高崎市吉井町吉井
書館
285-5

027-387-7249

月曜日・毎月最終木曜日（7
月25日、8月29日）
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高崎市美術館

高崎市八島町110-27

027-324-6125

7月1日～7月12日（展示
10時00分～18時00分
近現代美術を中心にバラエティに富んだ展覧会を開催。建築家アントニン・
替）、月曜日（祝日・振替休
http://www.city.takasaki.gunma.jp/do
金曜日のみ～20時00
レーモンドのスタイルを取り入れた旧井上房一郎邸を併設。中学生以下、65
日の場合は開館し、翌火曜
cs/2014011000353/
分
歳以上は観覧料無料。
日を休館）

高崎市タワー美術館

高崎市栄町3-23 高崎
027-330-3773
タワー21

10時00分～18時00分 月曜日（祝日・振替休日の
JR高崎駅東口より徒歩2分、日本画を中心とした展覧会を開催。中学生以
金曜日のみ～20時00 場合は開館し、翌火曜日を
下、65歳以上は観覧料無料。
分
休館）

http://www.city.takasaki.gunma.jp/do
cs/2014021900025/

027-321-0077

月曜日（祝日・振替休日の 高崎市に生まれ育ち、絵画や詩の才能に恵まれながらも17歳で夭折した山
http://www.city.takasaki.gunma.jp/do
10時00分～18時00分 場合は開館し、翌火曜日を 田かまち。その情熱と才能に溢れた魅力を様々なテーマを設けて紹介。中
cs/2014040100192/
休館）
学生以下、65歳以上は観覧料無料。

高崎市染料植物園内 屋
高崎市寺尾町2302-11 027-328-6808
内生態園休憩室

毎週月曜日 但し7月15日 染織文化や古代からの染織の変遷をその時代に主に使われた染料植物を
http://www.city.takasaki.gunma.jp/do
9時00分～16時00分 は開園7月16日を閉園、8月 紹介する全国でめずらしい施設です。園内及びクールシェアが利用できる休
cs/2017082200011/
12日は開園8月13日を閉園 憩室は無料です。展示、染色体験を行う染色工芸館は有料です。

高崎市山田かまち美術館 高崎市片岡町3-23-5

高崎市少年科学館

高崎市末広町23番地1 027-321-0323

高崎シティギャラリー

高崎市高松町３５番地 ０２７－３２８－
１
５０５０

群馬県立近代美術館

高崎市綿貫町992-1

群馬県立歴史博物館

高崎市綿貫町992-1

高崎市金古町８８８番
地の１

分

7月1、8、16日

科学展示物、プラネタリウムや各種展示を見ながら涼んでください。（プラネ
http://www.t-kagakukan.or.jp
タリウム観覧：小中学生、65歳以上は無料）

８時３０分～１７時１５
８／２９～８／３１
分

http://www.takasakifoundation.or.jp/gallery/

０２７－３４６－
５５６０

９時３０分～１７時００
快適で静かな当美術館の環境の中で、芸術作品をご堪能ください。コレク
月曜日(休日の場合はその
分(入館は１６：３０ま
ション展示：一般３００円・大高生１５０円(企画展示は展覧会により異なりま
翌日。８／１３は開館）
で）
す）中学生以下は無料

http://mmag.pref.gunma.jp

027-346-5522

群馬の通史を紹介する常設展示室と多彩なテーマで企画展を開催する企画
9時30分～17時00分
7／1～5・8・16・22・29・8／ 展示室を備えた博物館です。無料のホール内に情報検索や図書閲覧用
（入館は16時30分ま
http://grekisi.pref.gunma.jp/
5・19・26
コーナーを設け、ミュージアムショップでは関連グッズをお求めいただけま
で）
す。

群馬県立土屋文明記念文 高崎市保渡田町２０００
027-373-7721
学館
番地

群馬県立日本絹の里

9時00分～17時00

０２７－３６０－
６３００

群馬ゆかりの文学を中心に扱う県立文学館。7/13～9/23の間、企画展 み
９時３０分～１７時００ 毎週火曜日(８／１３除く）、
んなの「ごんぎつね」～新美南吉からのメッセージ～（有料）を開催。ほか、
分
及び、７／１０～１２
閲覧室・キッズコーナー等、無料でゆっくり過ごせるスペースも有り。

http://bungaku.prｅf.gunma.jp

蚕糸絹業に関わる情報発信の拠点として、染織等の体験学習機能や、養蚕
毎週火曜日、７/１０、１１、１
９時３０分～１７時００
から絹織物まで親しむことのできる絹の総合博物館です。ミュージアムショッ
２日、８/２８、２９、３０、３１
分
プ併設の休憩コーナーでは桑園を眺めながら、桑茶ソフトクリームや各種ド
日
リンクをお楽しみいただけます。

http://www.nipponkinunosato.or.jp
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施設等の名称

所在地

電話番号

実施期間中の
実施期間中の
営業時間（開館時間） 休業日（閉館日）

施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

洞窟観音 徳明園

高崎市石原町2857

027-323-3766

平日10：00-16：00（土
なし
日祝日-17：00）

洞窟観音内は自然に通年17℃程度に保たれ、猛暑の日も天然の涼しさと共
にご参拝頂けます。徳明園では滝の流れ落ちる水音とミストに煙る苔庭が http://www5.wind.ne.jp/yamatokuen/
見た目にも涼しい雰囲気を作り出しております。

道の駅くらぶち小栗の里

高崎市倉渕町三ノ倉
296-1

027-384-8282

9時00分～20時00分 毎月第二木曜日

新鮮な農産物や地域の特産品を販売する店舗及び地元の食材を豊富に使
用した自慢の「冷たいお切りこみ」や「トマトカレー」等を提供する食堂があり
ます。２Ｆには２０人程度がくつろげる休憩室があり自由に利用できます。

アピタ高崎店

高崎市矢中町字渕ノ内
027-346-1001
668-1

10時0分
0分

高崎髙島屋

高崎市旭町45

平日10時～19時、土
日祝日10時～19時30 なし
分

暑い夏は、涼しい高崎髙島屋へ是非お越しください。

ＳＵＮＮＹ ＫＩＴＣＨＥＮ

高崎市上大類町910-1 027-352-0117

10：00 ～ 22：00

群馬県産小麦や、群馬県産卵など厳選食材で作るふんわりと優しい味わい
のパンケーキの美味しいレストラン＆パンケーキ『SUNNY KITCHEN』！
http://sunny-k.com/
お食事やサイドメニュー、ドリンクも充実♪ランチやカフェ、ディナーなどシー
ンに合わせてご利用ください！

タリーズコーヒー高崎店

高崎市八島町20 淡路
027-310-1260
ビル1F

7時30分～20時00分
（土日祝）8：30-20：00

ひんやり冷たい多数のスムージーをご用意してお待ちしております。
マイボトルのお持ちのお客様には、ドリンク価格より30円引きさせていただき
ます。（マイボトルは、タンブラーのほかマグカップもＯＫです。）

http://www.tullys.co.jp/

タリーズコーヒーウニクス
高崎店

高崎市飯塚町1150-5
ウニクス高崎 2F

9時30分～21時00分

ひんやり冷たい多数のスムージーをご用意してお待ちしております。
マイボトルのお持ちのお客様には、ドリンク価格より30円引きさせていただき
ます。（マイボトルは、タンブラーのほかマグカップもＯＫです。）

http://www.tullys.co.jp/

タリーズコーヒー高崎モン 高崎市八島町222番地
027-310-5040
トレー店
高崎モントレー4F

10時00分～20時30分

ひんやり冷たい多数のスムージーをご用意してお待ちしております。
マイボトルのお持ちのお客様には、ドリンク価格より30円引きさせていただき http://www.tullys.co.jp/
ます。（マイボトルは、タンブラーのほかマグカップもＯＫです。）

ミスタードーナツ 高崎小鳥 高崎市下小鳥町４４６
町ショップ
－７

027-362-9414

09:00～22:00

ミスタードーナツでは、手づくりのおいしいドーナツをご用意しております。
冷たいドリンクや期間限定の冷たいスイーツもございます。ぜひお立ち寄りく www.misterdonut.jp
ださい。

ミスタードーナツ 高崎駅ビ
高崎市八島町２２２
ルショップ

027-322-3343

07:30～22:30

ミスタードーナツでは、手づくりのおいしいドーナツをご用意しております。
冷たいドリンクや期間限定の冷たいスイーツもございます。ぜひお立ち寄りく www.misterdonut.jp
ださい。

027-327-1111

027-386-3531

～

環境に配慮しながら全館で空調を稼動。ベンチや休憩スペースも多数ご用
8月21日 意。クールシェアと同時に、ショッピングや食事はもちろん、イベント・ゲーム
等のレジャーもお楽しみ頂ける立体駐車場完備の大型施設です。

21時

毎週火曜日
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http://www.kurabuchioguri.com/
http://www.uny.co.jp/shop
/201/
https://www.takashimaya.co.jp/takas
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所在地
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実施期間中の
実施期間中の
営業時間（開館時間） 休業日（閉館日）

施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

ミスタードーナツ 高崎東
ショップ

高崎市高関町５６－１

0273-25-8636

09:00～22:00

ミスタードーナツでは、手づくりのおいしいドーナツをご用意しております。
冷たいドリンクや期間限定の冷たいスイーツもございます。ぜひお立ち寄りく
ださい。

ミスタードーナツ イオン
モール高崎ショップ

高崎市棟高町１４００番
027-310-9166
地

10:00～22:00

ミスタードーナツでは、手づくりのおいしいドーナツをご用意しております。
冷たいドリンクや期間限定の冷たいスイーツもございます。ぜひお立ち寄りく www.misterdonut.jp
ださい。

とりせん箕郷店

高崎市箕郷町上芝
240-5

027-360-7600

9：00～22：00

無休（元日のみ休業）

「安全です！新鮮です！！」をモットーに、地域のお客様の暮らしがより豊か
になるよう奉仕する会社です。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

http://www.torisen.co.jp/

とりせん菅谷店

高崎市菅谷町20-991

027-360-6233

9：00～21：45

無休（元日のみ休業）

「安全です！新鮮です！！」をモットーに、地域のお客様の暮らしがより豊か
になるよう奉仕する会社です。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

http://www.torisen.co.jp/

とりせん群馬町店

高崎市中泉町605-26

027-372-0123

9：00～24：00

無休（元日のみ休業）

「安全です！新鮮です！！」をモットーに、地域のお客様の暮らしがより豊か
になるよう奉仕する会社です。皆様のご来店を心よりお待ちしております。 http://www.torisen.co.jp/

生活協同組合コープぐん
ま寺尾店

高崎市寺尾町552-1

027-310-7788

9時30分～22時00分 無し

ベルク高崎日光店

高崎市日光町97-1

027-370-0200

9：00～24：00

なし

ベルクフォルテ高崎店

高崎市下豊岡町893-1 027-345-9000

9：00～24：00

なし

ベルク江木店

高崎市江木町75

9：00～24：00

なし

ベルク飯塚店

高崎市飯塚町123-3

027-321-2300

027-365-3200

9：00～26：00

なし

www.misterdonut.jp

店内でお買上頂いた物を「涼しいイートインコーナー」でお召し上がりになる http://gunma.coopnet.or.jp/service/s
事ができます。
hop/
「地域社会の人々により充実した生活を」を企業理念に掲げ、地域密着型の
食品スーパーマーケットをチェーン展開しています。皆様のご来店、お待ちし
https://www.belc.jp/
ております。
「地域社会の人々により充実した生活を」を企業理念に掲げ、地域密着型の
食品スーパーマーケットをチェーン展開しています。皆様のご来店、お待ちし
https://www.belc.jp/
ております。
「地域社会の人々により充実した生活を」を企業理念に掲げ、地域密着型の
食品スーパーマーケットをチェーン展開しています。皆様のご来店、お待ちし
https://www.belc.jp/
ております。
「地域社会の人々により充実した生活を」を企業理念に掲げ、地域密着型の
食品スーパーマーケットをチェーン展開しています。皆様のご来店、お待ちし
https://www.belc.jp/
ております。
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電話番号

実施期間中の
実施期間中の
営業時間（開館時間） 休業日（閉館日）

施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
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等）

施設等の名称

所在地

ベルク高崎大八木店

高崎市大八木町622-1 027-370-8700

9：00～24：00

あおば薬局高崎店

高崎市上中居町1455027-329-6500
5

保険調剤薬局の待合室でお過ごしいただけます。お飲みになっているお薬
平日：9：00～18：30、
土曜日午後、日曜・祝祭日 のことで相談を希望する方は、お薬手帳などをお持ちいただければ薬剤師
土曜日：9：00～13：30
が対応いたします。

そうごう薬局佐野店

高崎市倉賀野町31-3

027-345-0021

月～土/9:00～18:00
日/9:00～13:00

祝日 7/15 8/11 8/12

広い待合室でくつろいでいただけます。
無料でお水や麦茶の提供をしております。
お薬の相談も受け付けております。

そうごう薬局群馬町店

高崎市中泉町607-2

027-372-7067

平日9時～18時 土
曜9時～13時

毎週土曜日13時～・日曜・
祝日

スーパーの隣に立地している便利な調剤薬局です。室内にはウォーター
サーバーが完備されており、いつでも無料で冷たいお水を飲むことができま
す。もちろんお薬の相談も受け付けています。いつでもご利用ください。

土曜、日曜、祝日、振替休
日

本庁舎２階 市民サロン

http://www.city.kiryu.lg.jp/shisetsu/s
hiyakusho/1005238.html

土曜、日曜、祝日、振替休
日

２階和室

http://www.city.kiryu.lg.jp/shisetsu/s
hiyakusho/1005240.html

祝日、振替休日

交流コーナー
土曜・日曜日については、職員又は警備員に声かけのうえご利用お願いし
ます。

http://www.city.kiryu.lg.jp/shisetsu/h
oken/1002925.html

※毎月末日の平日は館内
保守点検日となります。

ロビー

http://www.city.kiryu.lg.jp/shisetsu/k
enshu/1001696.html

「地域社会の人々により充実した生活を」を企業理念に掲げ、地域密着型の
食品スーパーマーケットをチェーン展開しています。皆様のご来店、お待ちし
https://www.belc.jp/
ております。

なし

http://g-hokenkikaku.co.jp/

https://www.sogomedical.co.jp/sogopharmac
y/shop/view/243

桐生市

０２７７－４６－
１１１１

桐生市役所

桐生市織姫町１－１

黒保根支所

桐生市黒保根町水沼１
0277-96-2111
８２－３

桐生市総合福祉センター

桐生市新宿3－3－19

桐生市立青年の家

桐生市仲町一丁目8番
0277-47-2186
37号

0277-43-0183

月曜日から土曜日ま
で 午前９時００分
～午後９時００分
日曜日
午前９時００分 ～午
後５時００分
月曜日から土曜日ま
で 午前９時００分
～午後９時００分
日曜日
午前９時００分 ～午
後５時００分
月曜日から土曜日ま
で 午前９時００分
～午後９時００分
日曜日
午前９時００分 ～午
後５時００分
月曜日から土曜日ま
で 午前９時００分
～午後９時００分
日曜日
午前９時００分 ～午
後５時００分
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施設等の名称

所在地

電話番号

桐生市子育て支援セン
ター

桐生市末広町13番4号 0277-46-5031

桐生市新里総合センター

桐生市新里町武井693
0277-74-2211
番地1

桐生市立桜木西公民館

桐生市相生町１－451 0277－53－
－１
4511

桐生市立桜木公民館

桐生市広沢町2丁目
3334番地の1

0277-52-2369

桐生市立境野公民館

桐生市境野町2丁目
612番地の4

0277-43-9493

桐生市立広沢公民館

桐生市広沢町4丁目
1970番地の172

0277-52-7143

桐生市立西公民館

桐生市永楽町2番16号 0277-22-6637

桐生市立川内公民館

桐生市川内町5丁目17
0277-65-8868
番地

実施期間中の
営業時間（開館時間）
月曜日から土曜日ま
で 午前９時００分
～午後９時００分
日曜日
午前９時００分 ～午
後５時００分
月曜日から土曜日ま
で 午前９時００分
～午後９時００分
日曜日
午前９時００分 ～午
後５時００分
月曜日から土曜日ま
で 午前９時００分
～午後９時００分
日曜日
午前９時００分 ～午
後５時００分
月曜日から土曜日ま
で 午前９時００分
～午後９時００分
日曜日
午前９時００分 ～午
後５時００分
月曜日から土曜日ま
で 午前９時００分
～午後９時００分
日曜日
午前９時００分 ～午
後５時００分
月曜日から土曜日ま
で 午前９時００分
～午後９時００分
日曜日
午前９時００分 ～午
後５時００分
月曜日から土曜日ま
で 午前９時００分
～午後９時００分
日曜日
午前９時００分 ～午
後５時００分
月曜日から土曜日ま
で 午前９時００分
～午後９時００分
日曜日
午前９時００分 ～午
後５時００分

実施期間中の
休業日（閉館日）

施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

祝日、振替休日

保健福祉会館内
利用できるのは、小さなお子さん連れの方に限ります。

http://www.city.kiryu.lg.jp/shisetsu/k
osodate/1006241.html

3階ロビー

http://www.city.kiryu.lg.jp/shisetsu/b
unka/niisato/1002920.html

祝日、振替休日

http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/sh
ogaiji/kouminkan/sakuraginishi/10010
77.html

祝日、振替休日

http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/sh
ogaiji/kouminkan/sakuragi/1001073.h
tml

祝日、振替休日

http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/sh
ogaiji/kouminkan/sakaino/1001064.ht
ml

祝日、振替休日

http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/sh
ogaiji/kouminkan/hirosawa/1001067.
html

祝日、振替休日

http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/sh
ogaiji/kouminkan/nishi/1001087.html

祝日、振替休日

http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/sh
ogaiji/kouminkan/kawauchi/1001089.
html
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「ぐんまクールシェア２０１９」クールシェアスポット一覧
施設等の名称

所在地

電話番号

桐生市立相生公民館

桐生市相生町2丁目
620番14号

0277-53-9494

桐生市立東公民館

桐生市東5丁目6番8号 0277-43-3088

桐生市立南公民館

桐生市新宿3丁目9番
52号

桐生市立梅田公民館

桐生市梅田町2丁目11
0277-32-1483
番地の1

桐生市立菱公民館

桐生市菱町2丁目1349
0277-46-3610
番地の1

桐生市立北公民館

桐生市東久方町3丁目
0277-44-7907
3番26号

桐生市立昭和公民館

桐生市美原町3番6号

群馬県立ぐんま昆虫の森

0277-44-4485

0277-43-6056

桐生市新里町鶴ヶ谷４ ０２７７－７４－
６０－１
６４４１

実施期間中の
営業時間（開館時間）
月曜日から土曜日ま
で 午前９時００分
～午後９時００分
日曜日
午前９時００分 ～午
後５時００分
月曜日から土曜日ま
で 午前９時００分
～午後９時００分
日曜日
午前９時００分 ～午
後５時００分
月曜日から土曜日ま
で 午前９時００分
～午後９時００分
日曜日
午前９時００分 ～午
後５時００分
月曜日から土曜日ま
で 午前９時００分
～午後９時００分
日曜日
午前９時００分 ～午
後５時００分
月曜日から土曜日ま
で 午前９時００分
～午後９時００分
日曜日
午前９時００分 ～午
後５時００分
月曜日から土曜日ま
で 午前９時００分
～午後９時００分
日曜日
午前９時００分 ～午
後５時００分
月曜日から土曜日ま
で 午前９時００分
～午後９時００分
日曜日
午前９時００分 ～午
後５時００分

９：３０～１７：００

実施期間中の
休業日（閉館日）

施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

祝日、振替休日

http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/sh
ogaiji/kouminkan/aioi/1001092.html

祝日、振替休日

http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/sh
ogaiji/kouminkan/higashi/1001101.ht
ml

祝日、振替休日

http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/sh
ogaiji/kouminkan/minami/1001103.ht
ml

祝日、振替休日

http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/sh
ogaiji/kouminkan/umeda/1001106.ht
ml

祝日、振替休日

http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/sh
ogaiji/kouminkan/hishi/1006250.html

祝日、振替休日

http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/sh
ogaiji/kouminkan/kita/1001115.html

祝日、振替休日

http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/sh
ogaiji/kouminkan/showa/1001082.ht
ml

７／１～５、８、１６、２９、８
／１９、２６～３０

県立ぐんま昆虫の森は、全国的にもユニークな「昆虫」をテーマにした体験
型教育施設です。 45ヘクタールの広大な敷地に雑木林や田畑、小川など日
本の原風景である里山を再現。
虫取り網を手に取って里山を駆け巡り、実際に昆虫を手に取り、じっくり観察 http://www.giw.pref.gunma.jp/
することができます。
昆虫観察館では、標本や生体展示を観察でき、また、クラフト等も行うことが
できます。
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「ぐんまクールシェア２０１９」クールシェアスポット一覧
施設等の名称

所在地

公益財団法人 大川美術
桐生市小曾根町3-69
館

MEGAドン・キホーテ桐生
店

桐生市永楽町5-10

電話番号

実施期間中の
実施期間中の
営業時間（開館時間） 休業日（閉館日）

0277-46-3300

大川美術館は1989年4月、桐生市を一望する水道山の中腹に開館いたしま
した。
10：00～17：00（入館 ７月1、8、16、22、29日 8月
収蔵作品は現在約7,300点をかぞえ松本竣介、野田英夫を中心とした日本 http://www.okawamuseum.jp
は16：30まで）
5、13、19、26日
近代洋画を常設展示しております。
入館料一般1,000円

0277-47-3810

AM8：00～PM11：00

施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

【施設の紹介】
驚安の殿堂 MEGAドン・キホーテと24の専門店
【利用できる場所】
２階中央プラザ、２階キッズランドなど店内のレストスペースを御利用くださ
い。
多くの皆様に御利用いただく為に、御利用時間や条件等がございます。

無し

http://www.donki.com/store/shop_de
tail.php?add=1&shop_id=237&pref=10&
area=&pre=shop_list&parts=menu_det
ail

ミスタードーナツでは、手づくりのおいしいドーナツをご用意しております。
冷たいドリンクや期間限定の冷たいスイーツもございます。ぜひお立ち寄りく www.misterdonut.jp
ださい。

ミスタードーナツ マーケッ 桐生市相生町１丁目１
0277-53-9439
トシティ桐生ショップ
２４番１

10:00～21:00

共創未来 桐生東薬局

桐生市東5-2-19

0277-45-1300

月・水・金：9:00～
18:00
火・木：9:00～17:00
土：9:00～13:00

マルサン薬品みどり薬局

桐生市本町4-79-1

0277-22-8475

9：00～18：30（水曜9：
00～18：00・土曜9：00 日祝
～13：00）

伊勢崎市役所本庁舎

伊勢崎市今泉町二丁
目410番地

0270-24-5111

8時30分～17時15分

毎週土曜・日曜と 7/15 ・
8/12

本館1階コンビニ前イートインスペース

伊勢崎市南公民館

伊勢崎市上泉町６１９
番地１

0270-26-8333

8：30～17：15

毎週土曜・日曜と 7/15・
8/12

図書室を利用し、一度に14人までクールシェアできます。（ただし、利用団体 https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/
がない場合に限ります）
kyoikubu/minami/2789.html

伊勢崎市殖蓮公民館

伊勢崎市上植木本町
2760番地

0270-26-4560

8時30分～17時15分

毎週土曜・日曜と 7/15 ・
8/12

公民館の図書室。約1,800冊の本。一度に12人まで、クールシェアできます。

7/7、7/14、7/15、7/21、
7/28、8/4、8/11、8/13～
8/18、8/25

調剤薬局です。冷水器も利用できます。

http://www.phmirai.co.jp/s
hops/detail.php?id=213

当薬局は桐生の本町通りのほぼ真ん中にあります。桐生祭りで盛り上がる
中心に近い所です。誰もが気軽に立ち寄れる薬局を心掛けています。今回
http://www.phmirai.co.jp/
薬局をより身近に感じてもらいたくクールシェアに参加しました。冷たくおいし
いお水が飲めますよ！

伊勢崎市
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「ぐんまクールシェア２０１９」クールシェアスポット一覧
施設等の名称

所在地

電話番号

実施期間中の
実施期間中の
営業時間（開館時間） 休業日（閉館日）

施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

伊勢崎市宮郷公民館

伊勢崎市田中島町
1102番地

0270－25－
2356

8時30分～17時15分

毎週土曜・日曜と 7/15 ・
8/12

クールシェアで図書室をお使いいただけます。一度に20人までクールシェア https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/
できます。
kyoikubu/miyasato/1860.html

伊勢崎市境剛志公民館

伊勢崎市境下武士
862-3

0270-74-0168

8時30分～17時15分

毎週土曜・日曜と 7/15 ・
8/12

・熱中症対策の利用に限ります
・休業日はお問い合わせください
・一度に10人までクールシェアできます

https://www.city.isesaki.ig.jp/soshiki/
kyoikubu/sakaigoshi/1887.html

伊勢崎市境島村公民館

伊勢崎市境島村2720

0270-74-9345

8時30分～17時15分

毎週土曜・日曜と 7/15 ・
8/12

当館は主にサークル利用のため、一度に１２人までとし熱中症対策の利用
に限ります。

https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/
kyoikubu/sakaishima/1898.html

伊勢崎市図書館

伊勢崎市曲輪町22-21 0270-23-2346

平日 9：00～19：00
土日 9：00～17：00

水曜日、祝日

学習室100席、調査相談室16席、軽読書コーナー、新聞雑誌室があります。
http://ｗｗw.library.isesaki.gunma.jp/
読書や学習等、どなたでもご利用いただけます。

あずま図書館

伊勢崎市田部井町32091

0270-62-9988

平日 9：00～19：00
土日 9：00～17：00

月曜日、祝日
学習室24席、学習コーナー、軽読書コーナー、新聞雑誌コーナー、視聴覚
7月26日（金）、8月30日（金） コーナーがあります。読書、学習、視聴覚の視聴など、どなたでもご利用い
館内整理日のため休館
ただけます。

http://ｗｗw.library.isesaki.gunma.jp/

境図書館

伊勢崎市境724-1

0270-74-0209

平日 9：00～19：00
土日 9：00～17：00

月曜日、祝日
講座室46席、学習コーナー、軽読書コーナー、新聞雑誌コーナー、視聴覚
7月26日（金）、8月30日（金） コーナーがあります。読書、学習、視聴覚の視聴など、どなたでもご利用い
館内整理日のため休館
ただけます。

http://ｗｗw.library.isesaki.gunma.jp/

群馬県立ふれあいスポー 伊勢崎市下触町２３８
ツプラザ
－３

0270-62-9000

9時～20時

7/1・8・9・16・22・23・29
8/5・13・19・20・26・27

障害者は無料・高齢者（65歳以上）は一般の半額相当で利用できます。（手
続き要）前記以外の方がスポーツ施設を利用する場合は使用料が必要で
http://ｗｗｗ.sunfield.ne.jp/~fureai
す。1階ラウンジ・2階ギャラリーで休憩できます。対象者をスポーツ施設利用
者に限らせていただきます。

スマーク伊勢崎

伊勢崎市西小保方町
368

0270-30-7114

10時～21時

なし

約180店舗と10スクリーンのシネマコンプレックスを有する北関東最大級の
ショッピングセンター。

イトーヨーカドー 伊勢崎
店

伊勢崎市連取町1507

0270-26-5111

10:00～21:00

なし

当店はお客様のニーズに応える総合スーパーです。たくさんの皆様にご利
http://blog.itoyokado.co.jp/shop/166
用して頂けますよう、快適な温度の維持に努めております。夏の暑い日を当
/index.html
店で、涼しく・楽しくお過ごし下さい。

ミスタードーナツ 伊勢崎宮 伊勢崎市宮子町２８９
子ショップ
－１

0270-21-2555

10:00～21:00

http://smark-isesaki.jp/

ミスタードーナツでは、手づくりのおいしいドーナツをご用意しております。
冷たいドリンクや期間限定の冷たいスイーツもございます。ぜひお立ち寄りく www.misterdonut.jp
ださい。
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「ぐんまクールシェア２０１９」クールシェアスポット一覧
実施期間中の
実施期間中の
営業時間（開館時間） 休業日（閉館日）

施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

ミスタードーナツ スマーク 伊勢崎市西小保方町３
0270-61-0213
伊勢崎ショップ
６８ スマーク伊勢崎内

09:00～22:00

ミスタードーナツでは、手づくりのおいしいドーナツをご用意しております。
冷たいドリンクや期間限定の冷たいスイーツもございます。ぜひお立ち寄りく www.misterdonut.jp
ださい。

とりせん平和町店

伊勢崎市平和町19-1

0270-40-7888

9：00～24：00

無休（元日のみ休業）

「安全です！新鮮です！！」をモットーに、地域のお客様の暮らしがより豊か
になるよう奉仕する会社です。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

とりせん茂呂店

伊勢崎市茂呂町2丁目
0270-40-5010
2776

9：00～22：00

無休（元日のみ休業）

「安全です！新鮮です！！」をモットーに、地域のお客様の暮らしがより豊か
http://www.torisen.co.jp/
になるよう奉仕する会社です。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

生活協同組合コープぐん
ま宮子店

伊勢崎市宮子町35230277-21-1700
1

9時30分～22時00分 無し

店内でお買上いただいた物を「涼しいイートインコーナー」で
お召し上がりになる事ができます。

http://gunma.coopnet.or.jp/service/s
hop/

ベルク伊勢崎寿店

伊勢崎市寿町164-1

0270-30-4100

9：00～24：00

なし

「地域社会の人々により充実した生活を」を企業理念に掲げ、地域密着型の
食品スーパーマーケットをチェーン展開しています。皆様のご来店、お待ちし
ております。

https://www.belc.jp/

ベルク伊勢崎美茂呂店

伊勢崎市美茂呂町
3745-2

0270-40-1100

9：00～24：00

なし

「地域社会の人々により充実した生活を」を企業理念に掲げ、地域密着型の
食品スーパーマーケットをチェーン展開しています。皆様のご来店、お待ちし
ております。

https://www.belc.jp/

ヒーリングサロンLechst

伊勢崎市今泉町1-9-1
080-7960-0931 10-20時
アリス今泉202

不定休

一度に３人までクールシェアできます。
熱中症対策として、冷水と白湯を提供いたします。

http://lechst.link/

施設等の名称

所在地

電話番号

http://www.torisen.co.jp/

太田市

太田行政センター 本陣
ホール

太田市本町２０番１号

太田市立史跡金山城跡ガ
イダンス施設＋太田市金 太田市金山町40-30
山地域交流センター

本陣ホールは、行政センターの施設のため、各種会議等の貸切で、利用で
http://www.city.ota.gunma.jp/index.ht
きない日があります。またホール内は、学生の学習の場としても利用されて
ml
おり、大きな声での会話は、ご遠慮いただいております。

（0276）22-2603

９時００分～２１時００ 毎月月末に館内清掃のた
分
めの休館日有り

0276-25-1067

９時００分～１７時００
ガイダンスルームでは金山城の歴史を展示や映像で紹介している。また定
毎週月曜日（月曜休日の場
分（入館は１６時３０
員５０名の広さのコミュニティルームでは貸切り利用の無い時に無料で開放 http://www.city.ota.gunma.jp
合は翌日休み）
分まで）
しているため自由に利用できる。
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「ぐんまクールシェア２０１９」クールシェアスポット一覧
施設等の名称

所在地

電話番号

実施期間中の
実施期間中の
営業時間（開館時間） 休業日（閉館日）

施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

縁切寺満徳寺資料館

太田市徳川町385-1

0276-52-2276

月曜日（月曜が休日の場合
江戸時代に鎌倉の東慶寺とともに幕府公認の縁切寺だった満徳寺に関わ
9時30分～17時（入館 は翌日）
る資料を集めた資料館です。入館料：大人200円（団体［20名以上］1人あた http://www8.wind.ne.jp/mantokuji/
は16時30分まで）
※7/10～15臨時休館（予
り160円）（割安な4館/5館共通券もあり）、中学生以下無料
定）

高山彦九郎記念館

太田市細谷町1324-7

0276-32-5632

月曜日（月曜が休日の場合 幕末・維新の志士たちに影響を与えた当地出身の尊王思想家高山彦九郎
9時30分～17時（入館
は翌日）
に関する資料を展示しています。入館料：大人100円（団体［20名以上］1人
は16時30分まで）
※7/8～12臨時休館（予定） あたり80円）（割安な4館/5館共通券もあり）、中学生以下無料

新田荘歴史資料館

太田市世良田町31130276-52-2215
9

月曜日（月曜が休日の場合 長楽寺、東照宮の貴重な文化財をはじめ、新田荘域を中心とする太田市の
9時30分～17時（入館
は翌日）
歴史資料を展示しています。入館料：大人200円（団体［20名以上］1人あたり http://www12.wind.ne.jp/tomohm/
は16時30分まで）
※7/7～12臨時休館（予定） 160円）（割安な4館/5館共通券もあり）、中学生以下無料

大隅俊平美術館

太田市由良町3051

0276-20-6855

日本刀の重要無形文化財保持者（人間国宝）だった大隅俊平刀匠の太刀
9時30分～17時（入館 月曜日（月曜が休日の場合
や脇差などの作品を展示しています。入館料：大人300円（団体［20名以上］ http://www.oosumi-museum.jp/
は16時30分まで）
は翌日）
1人あたり240円）（割安な5館共通券もあり）、中学生以下無料

ぐんまこどもの国児童会
館

太田市長手町４８０番
地

0276-25-0055

9:30～17:00 但し夏
期休暇中土日祝日及
7/1(月)､8(月)、16(火)
びお盆期間中は9:30
～18:00

総合公園内にある大型児童館。科学展示室、図書室、工作室、乳幼児用遊
戯室、プラネタリウムなどがあり、涼しい館内で楽しく過ごせます。

ミスタードーナツ イオン
モール太田ショップ

太田市石原町８１

0276-47-8771

10:00～22:00

ミスタードーナツでは、手づくりのおいしいドーナツをご用意しております。
冷たいドリンクや期間限定の冷たいスイーツもございます。ぜひお立ち寄りく www.misterdonut.jp
ださい。

とりせん東矢島店

太田市東矢島町194

0276-47-2123

9：00～24：00

無休（元日のみ休業）

「安全です！新鮮です！！」をモットーに、地域のお客様の暮らしがより豊か
になるよう奉仕する会社です。皆様のご来店を心よりお待ちしております。 http://www.torisen.co.jp/

とりせん城西の杜店

太田市城西町80-1

0276-33-7727

9：00～24：00

無休（元日のみ休業）

「安全です！新鮮です！！」をモットーに、地域のお客様の暮らしがより豊か
になるよう奉仕する会社です。皆様のご来店を心よりお待ちしております。 http://www.torisen.co.jp/

とりせん大原店

太田市大原町1701-2

0277-79-0220

9：00～22：00

無休（元日のみ休業）

「安全です！新鮮です！！」をモットーに、地域のお客様の暮らしがより豊か
になるよう奉仕する会社です。皆様のご来店を心よりお待ちしております。 http://www.torisen.co.jp/

とりせん太田新井店

太田市新井町377-6

0276-45-5511

9：00～24：00

無休（元日のみ休業）

「安全です！新鮮です！！」をモットーに、地域のお客様の暮らしがより豊か
になるよう奉仕する会社です。皆様のご来店を心よりお待ちしております。 http://www.torisen.co.jp/
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とりせん太田八幡町店

太田市八幡町29-13

0276-55-6070

9：00～22：00

無休（元日のみ休業）

「安全です！新鮮です！！」をモットーに、地域のお客様の暮らしがより豊か
になるよう奉仕する会社です。皆様のご来店を心よりお待ちしております。 http://www.torisen.co.jp/

ベルク太田植木野店

太田市植木野町20711

0276-40-2800

9：00～24：00

なし

「地域社会の人々により充実した生活を」を企業理念に掲げ、地域密着型の
食品スーパーマーケットをチェーン展開しています。皆様のご来店、お待ちし https://www.belc.jp/
ております。

ベルク竜舞店

太田市竜舞町5002

0276-46-7780

9：00～24：00

なし

「地域社会の人々により充実した生活を」を企業理念に掲げ、地域密着型の
食品スーパーマーケットをチェーン展開しています。皆様のご来店、お待ちし https://www.belc.jp/
ております。

そうごう薬局 藪塚店

太田市六千石町116-5 0277-79-0131

9時00分～18時00分 日曜・祝祭日

沼田市立図書館

沼田市西倉内町821-1 0278-22-0550

9時30分～19時00分
（平日）
9時30分～17時00分
（土・日曜日）

白沢高原温泉 望郷の湯

沼田市白沢町平出
1297

10時00分～21時00分 ８月を除く毎月第２火曜日

冷たいお水など、飲み物がございます。
健康相談もお気軽にどうぞ！

沼田市

そうごう薬局 沼田店

0278-53-3939

月曜日(7/2,9,16,23,30
本棚が配置された２・３階の開架閲覧室では、ゆっくり涼みながら読書をする
日,8/6/13/20/27）、国民の
ことができます。人類の知恵と知識が集積された図書館で、思いもよらぬ本
祝日(8/11山の日)、蔵書整
との出会いをお楽しみください。
理日(7/27,8/31)
天然温泉と朝採り野菜の直売所
温泉施設ご利用には入館料が必要となります。
（大人２時間５６０円）

沼田市久屋原町336-6 0278-60-1371

当薬局の待合室では患者さんが優先になりますが、一度に10人程度クール
シェアできます。アクアクララを設置しており、おいしいお水が飲める他、緑
毎週土曜日13：00以降、毎 茶やコーヒーなどのサービスドリンクもあります。月に１回健康相談会を開催
8時30分～18時00分
週日曜日、7/15、8/12
し、健康に関する相談を受けたり、健康支援も行っています。塩飴や飲み物
など熱中症対策に関する品揃えも豊富ですので、気軽にお立ち寄りくださ
い。

館林市城町１番１号

8時30分～17時15分 土曜日、日曜日、祝日

http://www.library.numata.
gunma.jp/

http://www.boukyou.com/

https://www.sogomedical.co.jp/sogopharmac
y/shop/view/242

館林市

館林市役所

0276-72-4111

一度に多くの方がクールシェア出来ます。
一階の市民ホールは、開放的であり、ソファ、冷水器も設置されており、快適 http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
に過ごせます。

19／32

「ぐんまクールシェア２０１９」クールシェアスポット一覧
施設等の名称

所在地

電話番号

実施期間中の
実施期間中の
営業時間（開館時間） 休業日（閉館日）

施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

館林市総合福祉センター

館林市苗木町2452番
地の1

0276-75-7111

無休（ただし、温水プール・ 館内は入館無料です。売店や幼児の遊べるプレイルームも完備していま
8時30分～17時15分 浴室は第1・第3月曜日休
す。
館）
温水プール・浴室（有料）もありますので、ぜひ、ご利用ください。

http://tshakyo.ec-net.jp/SOUGOUC.HTM

http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/docs/2011022500025/

館林市郷谷公民館

館林市当郷町218番地 0276-72-4075

7/10（水）、7/13（土）～14
郷谷公民館は、地域の方をはじめ、多くの方々に利用されています。 冷房
（日）、7/20（土）～21（日）、
9時00分～22時00分
のある図書コーナーがあり、夏休み期間中は多くの学生が勉強をしていま
7/28（日）、8/3（土）、8/13
す。
（火）～16（金）、8/25（日）

館林市中部公民館

館林市仲町14番1号

0276-73-2161

9時00分～22時00分

館林市大島公民館

館林市大島町4375番
地の1

0276-77-1502

７/13（土）、7/14（日）、7/28 平成18年に完成した館林市でも新しい公民館です。施設内は、バリアフリー
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
9時00分～22時00分 （日）、8/13（火）、8/15
になっており、利用しやすい作りになっています。共有スペースとして、図書
/docs/2011030800056/
（木）、8/16（金）、8/25（日） コーナー・児童コーナー・ホールがあり、誰でも利用できます。

館林市赤羽公民館

館林市赤生田町1950
番地の2

0276-72-3306

9時00分～22時00分 ７/13（土）、7/14（日）、7/28
当施設は昭和62年4月に開館以来、老若男女を問わず多くの皆様にご利用 http://www.city.tatebayashi.gunnma.j
※月・日曜日・祝日は （日）、8/13（火）～8/15
いただいております。
p/
9時00分～17時00分 （木）、8/25（日）

館林市六郷公民館

館林市新宿一丁目4番
0276-74-7771
30号

9時00分～22時00分

館林市三野谷公民館

館林市上三林町113番
0276-73-4062
地

8時30分～17時15分 毎月最終日曜日

館林市多々良公民館

館林市西高根町48番
地の2

0276-74-9174

9時00分～22時00分

館林市内に11ある公民館の中で、唯一、市民課窓口や児童室も備えている
毎月最終月曜日、8/13（火）
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
公民館です。 入口入ってすぐに、冷たくて美味しいお水が飲めるウォ－ター
～8/16（金）
/docs/2011030800094/
クーラー（冷水機）があります。

館林市渡瀬公民館

館林市足次町483番地 0276-72-4070

9時00分～22時00分

毎月第１月曜日 ※そのほ 館林市の最北端に位置する公民館で、足利や佐野へのアクセスも良好で
か臨時休館あり
す。

館林市分福公民館

館林市分福町847番地
0276-75-2288
の7

9時00分～22時00分

7/28（日）、8/13（火）～
8/16（金）、8/25（日）

7/28（日）、8/13（火）～
8/16（金）、8/25（日）

館内フリースペース・冷水器

http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/

公民館1階ホールは、学習スペース、児童スペースなど目的に応じてご利用
7月28日（日）、8月25日（日）
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
できます。本、イベントのチラシ、生涯学習関連の冊子などを幅広く取り揃え
※毎月最終日曜日
/docs/2011030800070/
ています。どれもご自由に閲覧できますので、ご利用ください。
館林市の南西部に位置する三野谷公民館は、昭和56年4月に開館しまし
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
た。周辺には自然に恵まれた田園風景が広がり、四季折々の景色が私たち
/docs/2011030800087/
の心を癒してくれます。

http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/docs/2011030800100/

本を読んだり、勉強したりする場所として、児童室をご利用いただけます。ご http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
利用の際は、事務室で利用者名簿にご記入をお願いいたします。
/docs/2011030800117/
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館林市西公民館

館林市富士原町1241
番地の80

0276-75-3739

9時00分～22時00分 毎月最終日曜日

館内に冷水機を設置しているほか、月に一度の会食サービスやこども食堂
を行い、また、図書室での学習などクールシェアの一環として取り組んでい http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
ます。

館林市城沼公民館

館林市松原1丁目22番
0276-71-0380
22号

9時00分～22時00分
7/28（日）、8/13（火）～
（日曜日9時00分～17
8/15（木）、8/25（日）
時00分）

館林市の中心部に位置する公民館です。
館内のホールには長椅子や学習スペースがあり、冷水機も設置していま
す。学習利用や休憩に適しています。

つつじが岡ふれあいセン
ター

館林市花山町3181番
地

0276-74-5355

9時00分～17時00分
月曜日（祝日の場合は翌
（入館は16時30分ま
日）
で）

つつじ映像学習館は、つつじについて見て・体感して楽しく学べる施設です。
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
世界初のつつじの4Dシアターでは、風や振動、ミストなどの効果を感じなが
/tsutsuji/fureai.html
ら満開のつつじの3D映像をご覧いただけます。

0276-74-4111

消毒のため8/5(月)が休館
9時00分～17時00分 （未定のため7/29(月)の可
能性も有）

館林市の文化・芸術活動の拠点施設です。
玄関ホール、市民サロン（無料スペース・一度に10人まで）を利用できます。 http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
※会議室等の夜間利用が入っている場合のみ、利用者の退出時まで開館 /bunka/
しています（最長22時まで）。

館林市三の丸芸術ホール 館林市城町1番2号

0276-75-3030

クールシェア期間中はなし
9時00分～17時00分 （必要に応じて臨時休館あ
り）

館林市の文化・芸術活動の拠点施設です。
アートプロムナード（無料スペース）を利用できます。
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
※ホール等の夜間利用が入っている場合のみ、利用者の退出時まで開館し /bunka/
ています（最長22時まで）。

館林市第一資料館

館林市城町3番1号

0276-74-4111

9時00分～17時00分 毎週月曜(祝日・休日を除
（入館は16時30分ま く)、7/16（火）、7/31（水）、
で）
8/13（火）、8/30（金）

館林の風土と歴史を紹介しています。 市立図書館内にあり、入館無料で
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
す。1階には館林城のジオラマがあります。7/7(日)、8/4(日)は午前11時より
/bunka/
展示解説会を行います。

田山花袋記念文学館

館林市城町1番3号

0276-74-5100

9時00分～17時00分
毎週月曜(祝日・休日を除
（入館は16時30分ま
く)、7/16（火）
で）

「誇る文豪 田山花袋」ゆかりの資料を展示しています。
エントランスは入場無料で、花袋の本を読むこともできます。
7/7(日)、8/4(日)は入館無料、午後2時より展示解説会を行います。

向井千秋記念子ども科学
館林市城町2番2号
館

0276-75-1515

7/1（月）、7/8（月）、7/16
体験型の展示物や、館林市出身の宇宙飛行士向井千秋さんに関連した資
9時00分～17時00分
（火）、7/22（月）、7/29（月） 料が充実しています。また、県内最大のドーム直径を誇るプラネタリウム（有 http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
（入館は16時30分ま
8/5（月）、8/19（月）、8/26 料）では、臨場感あふれる映像を楽しめます。
/kagakukan
で）
（月）
※高校生以上は有料です。

館林市文化会館

館林市城町3番1号

http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/docs/2011030800131/

http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
/bunka/

館林市立図書館

館林市城町3番1号

0276-74-2346

月曜日（祝日は除く）、祝日
9時00分～19時00分
涼しい空間とゆったりとした時間の流れの中で、読書を楽しむことができま
の翌日（土・日曜、祝日は除
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp
（土・日・祝日は9時00
す。館内には給水器を２台設置しています。こども室を備えていますので、小
く）、月末整理日（土・日曜、
/library/
時～17時00分）
さいお子さん連れでもお気軽に利用することができます。
祝日は除く）

群馬県立館林美術館

館林市日向町２００３

０２７６－７２－
８１８８

クールシェア期間は、「みつめる」展開催中の７／１３(土)～９／１６(月祝)で
９時３０分～１７時００ 7/16(火)、7/22､29､8/5､19､ す。
展覧会を観覧する
http://gmat.pref.gunma.jp/
分
26､9/2､9(すべて月)
場合は、有料です。
無料スペースは、
エントランスホール及び別館です。
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「ぐんまクールシェア２０１９」クールシェアスポット一覧
施設等の名称

所在地

電話番号

実施期間中の
実施期間中の
営業時間（開館時間） 休業日（閉館日）

施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

アゼリアモール

館林市楠木町3648-1

0276-71-5096

9時30分～21時00分 無し

アゼリアモールA館1階のフードパークに約300席、A館2階のファミリーパー
クに約50席の無料Wi-Fiが使える休憩所がございます。 ファミリーパーク前
http://www.tsutsuzi.com
にはお子様の遊び場を併設しておりますので、ご家族皆様でご利用くださ
い。

文真堂書店瀬戸谷店

館林市瀬戸谷2279-1

0276-75-2011

10時00分～21時00分

年中無休で営業していま
す。

休憩コーナーに椅子とテーブルがあり、一度に10人までクールシェアできま
す。カフェ自販機でコーヒーをお買上の方には文真堂メンバーズカードポイ http://bunshindo.co.jp
ントを１０ポイント進呈します（ポイントの進呈は7/1から）

総合住宅展示場 館林ハ 館林市松原１丁目190276-57-6803
ウジングステージ
48

１０時００分～１８時０
無休
０分

毎日の「楽」をテーマにした「楽活」ライフを、一流住宅メーカー８社がご提案
https://www.housingstage.jp/exhibitio
いたします。ご家族で楽しめるイベントや住宅購入に役立つ情報を取り揃え
n/tatebayashi
ております。

館林市楠町3648-1 館
タリーズコーヒー館林アゼ
林つつじの里SC内 ア 0276-76-8052
リアモール店
ゼリアモール1F

9時30分～21時00分

ひんやり冷たい多数のスムージーをご用意してお待ちしております。
マイボトルのお持ちのお客様には、ドリンク価格より30円引きさせていただき http://www.tullys.co.jp/
ます。（マイボトルは、タンブラーのほかマグカップもＯＫです。）

とりせん富士見町店

館林市富士見町12-60 0276-76-2055

9：00～24：00

無休（元日のみ休業）

ベルク館林大街道店

館林市大街道1-10-18 0276-70-7800

9：00～24：00

なし

渋川市中央公民館

渋川市渋川９０８番地２ ０２７９－２２－
１
４３２１

８時３０分～２２時(フ
７月２４日(水)８時３０分～１
リースペースの利用
１階ホールにフリースペース（飲食可）があります。
７時 ＊定期清掃のため
は概ね２０時まで)

渋川市豊秋公民館

渋川市行幸田９４３－１

０２７９－２２－
０３１２

８：３０～１７：００

渋川市小野上公民館

渋川市村上３７５６－３

０２７９－５９－
７０２７

小さな公民館ですが、ロビースペースや図書室がありクールシェアしながら
８時３０分から５時１５
土曜・日曜と７/１５、８／１２ 学習活動等ができます。館外には、川沿いの公園があり木陰で涼を感じな
分
がらくつろぐこともできます。

「安全です！新鮮です！！」をモットーに、地域のお客様の暮らしがより豊か
になるよう奉仕する会社です。皆様のご来店を心よりお待ちしております。 http://www.torisen.co.jp/

「地域社会の人々により充実した生活を」を企業理念に掲げ、地域密着型の
食品スーパーマーケットをチェーン展開しています。皆様のご来店、お待ちし https://www.belc.jp/
ております。

渋川市

土・日曜日及び祝日

http://www.city.shibukawa.lg.jp/kosod
ate/shougaigakushuu/cyuokominkan/
index.html

http://www.city.shibukawa.lg.jp/kosod
クールシェアで利用できる場所は「児童室・図書室」です。読書をしながら涼
ate/shougaigakushuu/toyoakikominka
しく過ごすことができますので、是非お出かけください。
n/index.html
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「ぐんまクールシェア２０１９」クールシェアスポット一覧
施設等の名称

所在地

電話番号

実施期間中の
実施期間中の
営業時間（開館時間） 休業日（閉館日）

施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

公民館と図書館が併設された建物です。
2階のフリースペースに最大6人で利用出来る机が3台あります。

クールシェアは、１階の廊下になります。１階にある常設展示室は有料です http://www.city.shibukawa.lg.jp/kanko
が、迫力のある彫刻作品をお楽しみください。
u/art/artmuseum/p000145.html

渋川市北橘公民館

渋川市北橘町真壁
2354番地

0279-52-2300

午前8時30分～午
後10時00分
（閉館時間について 毎月最終木曜日
は、臨時に変更する
ことがあります。）

渋川市美術館・桑原巨守
彫刻美術館

渋川市渋川1901-24

0279-25-3215

10時00分～18時00分 毎週火曜日

渋川市赤城歴史資料館

渋川市赤城町勝保沢
110番地

0279-56-8967

9：00～17：00

渋川市渋川老人福祉セン 渋川市渋川（御蔭）３８ ０２７９-２３-１７
午前９時～午後４時
ター
９０-１
６５

渋川市小野上地域福祉セ 渋川市渋川市小野子９ ０２７９－５９－
ンター
－１
２３１０

・雑木林に囲まれた静かな立地条件
毎週月曜、火曜及び祝祭日
・木陰で休める四阿もあり（駐車場は砂利敷で５０台駐車可）
の翌日
・館内もエアコンが不要でヒンヤリ過ごせる

市内に在住する６０歳以上の方、障害のある方、小学校就学前の児童であ
http://shibukawaれば、利用無料です。先述以外は利用料金が発生しますので、詳細はホー
ムページ等によりご確認ください。カラオケやお風呂もご利用いただけます。 csw.or.jp/publics/index/58/

月曜日、祝日の翌日

市内に在住する７０歳以上の方、障害のある方、小学校就学前の児童であ
http://shibukawaれば、利用無料です。先述以外は利用料金が発生しますので、詳細はホー
csw.or.jp/publics/index/59/
ムページ等によりご確認ください。カラオケやお風呂もご利用いただけます。

午前８時３０分～午後
水曜日、日曜日、祝日
８時

市内に在住する６０歳以上の方、障害のある方は利用無料です。先述以外
http://shibukawaは利用料金が発生しますので、詳細はホームページ等によりご確認くださ
csw.or.jp/publics/index/60/
い。カラオケやお風呂もご利用いただけます。

渋川市子持老人福祉セン 渋川市渋川市吹屋６５ ０２７９-２４−６６ 午前９時３０分〜午後
日曜日、祝日
ター
８−２０
１１
４時

だれでも広場

http://www.city.shibukawa.lg.jp/

渋川市赤城町宮田８５ ０２７９-５６-２８ 午前１０時００分～午
７月１０日・１１日のみ閉館
０番地３
２９
後４時００分

ユートピア赤城建物内の一角を遊具や休憩スペースを備えた屋内広場とし
http://shibukawaて開放しています。キッズスペース・勉強部屋・リラクゼーションルーム等を
csw.or.jp/publics/index/29/
備え、居住地や年齢に関係なく、だれでも、無料で利用することができます。

公益財団法人 竹久夢二 渋川市伊香保町伊香
伊香保記念館
保544-119

0279-72-4788

9時00分～18時00分 年中無休

大正時代の画家・竹久夢二の美術館。自然豊かな森に囲まれ、木陰には爽
やかな風がそよぐ。館内の喫茶室「港やサロン」で作品を鑑賞しながらゆっく http://www.yumeji.or.jp
りとティータイムも楽しめる。

群馬県立ゆうあいピック記
渋川市行幸田3011
念温水プール

0279-25-3033

9時00分～18時50分 7/1・8・22・29・8/5・19・26

障害者や高齢者が安心して入れるプールです。プール以外に、ゆっくりくつ
ろげるラウンジと運動器具のあるトレーニングスペース、子供がおもちゃで遊 http://yuuai.server-shared.com
べるキッズスペースがあります。
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「ぐんまクールシェア２０１９」クールシェアスポット一覧
実施期間中の
実施期間中の
営業時間（開館時間） 休業日（閉館日）

施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

渋川市行幸田６３番地 0279-26-7833

09:00～20:30

ミスタードーナツでは、手づくりのおいしいドーナツをご用意しております。
冷たいドリンクや期間限定の冷たいスイーツもございます。ぜひお立ち寄りく www.misterdonut.jp
ださい。

とりせん子持店

渋川市吹屋660-34

0279-30-0030

9：00～24：00

無休（元日のみ休業）

「安全です！新鮮です！！」をモットーに、地域のお客様の暮らしがより豊か
http://www.torisen.co.jp/
になるよう奉仕する会社です。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

ベルク渋川店

渋川市渋川1815-42

0279-30-3800

9：00～24：00

なし

「地域社会の人々により充実した生活を」を企業理念に掲げ、地域密着型の
食品スーパーマーケットをチェーン展開しています。皆様のご来店、お待ちし https://www.belc.jp/
ております。

藤岡市鬼石170-1

0274-52-3881

9時00分～16時30分

鬼石総合支所内の、公民館図書室のみが対象となります。図書室では
原則、土日・祝日が休業日
様々な蔵書を取り揃えております。学生などの図書館利用者がいるため定
となります。
員は最大10人程度になります。飲食は基本的にできません。

道の駅 ららん藤岡 花の
藤岡市中1131-8
交流館

0274-24-8220

10時00分～19時00分 無休

とりせんフィール藤岡店

藤岡市中栗須396

0274-24-6200

9：00～21：45

生活協同組合コープぐん
ま藤岡店

藤岡市藤岡2390-1

0274-24-5500

9時30分～22時00分 無し

店内でお買上頂いた物を「涼しいイートインコーナー」でお召し上がりになる http://gunma.coopnet.or.jp/service/s
事ができます。
hop/

ベルク藤岡店

藤岡市藤岡804-26

0274-40-9700

9：00～24：00

なし

「地域社会の人々により充実した生活を」を企業理念に掲げ、地域密着型の
食品スーパーマーケットをチェーン展開しています。皆様のご来店、お待ちし https://www.belc.jp/
ております。

ベルク大塚店

藤岡市大字中大塚
178-1

0274-22-6211

9：00～24：00

なし

「地域社会の人々により充実した生活を」を企業理念に掲げ、地域密着型の
食品スーパーマーケットをチェーン展開しています。皆様のご来店、お待ちし https://www.belc.jp/
ております。

施設等の名称

所在地

ミスタードーナツ 渋川
ショップ

電話番号

藤岡市

藤岡市鬼石公民館（図書
館）

無休（元日のみ休業）

花に囲まれた展示会・地域の文化活動の発表の場。
毎週違った作品を観覧しながらクールシェアができます。
入場無料。

http://www.laranfujioka.com/

「安全です！新鮮です！！」をモットーに、地域のお客様の暮らしがより豊か
になるよう奉仕する会社です。皆様のご来店を心よりお待ちしております。 http://www.torisen.co.jp/
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所在地

電話番号
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実施期間中の
営業時間（開館時間） 休業日（閉館日）

施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

西須 薬局

藤岡市藤岡363番地

0274-23-3511

9：00～20：00

無休

熱中症対策でご利用ください。一度に３名ほどクールシェアできます。

富岡市南後箇１１８３

0274-62-0311

午後1時～3時

土・日・祝 ７月1日、8日、19
熱い時間を地域の皆さんとおしゃべりしながら、クールシェアをしませんか。
日 8月2日、16日

http://www.wind.ne.jp/wws/pha/

富岡市

富岡市立額部公民館

富岡市立美術博物館・福
沢一郎記念美術館

富岡市黒川351-1

0274-62-6200

月曜日（休日の場合はその
9時30分～17時00分 翌日）
富岡ゆかりの美術と歴史を学べる美術博物館。7/13～8/25は企画展「アリ https://www.city.tomioka.lg.jp/www/g
（入館は16時30分ま ※7/8～12と8/26～30は、 スの時間旅行-砂と絵本、山本容子の原画の世界へ-」を開催。２階には、カ enre/0000000000000/138724252996
で）
展示替えに伴い臨時休館 フェコーナー（セルフサービス・１杯１５０円）もあります。
8/index.html
(予定)

富岡市立図書館

富岡市七日市４００－１

０２７４－６２－
１７３７

7/1、7/8、7/16、7/22、
9：00～19：00(土日祝
7/29、8/5、8/13、8/19、
日は、17：00まで。）
8/26

1階をご利用ください。

https://www.librarytomioka.annexis.jp/

富岡市生涯学習センター

富岡市七日市４００－１ 0274-62-1531

９：００～２１：３０ 閉
館日を除く月曜日及
び祝日は１７：００

１階市民ギャラリー、ホワイエをご利用ください

http://www.city.tomioka.lg.jp/www/co
ntents/1000000001036/index.html

コミュニティーセンター上
高尾

群馬県立自然史博物館

富岡市上高尾187-8

富岡市上黒岩1674-1

7月8日（月）、8月19日
（月）

【利用料金】市内大人200円（65歳以上100円）、小中学生100円 市外大人
300円、小中学生150円
【施設概要】収容人数70名 ≪大広間1室（70畳） ・ステージ1箇所 ・和室6
畳1室（※有料） ・8畳1室（※有料） ・風呂：男女別各1箇所（15人程度）≫

0274-62-6000

10時00分～18時00分 日曜日

0274-60-1200

『自然史』をテーマに、群馬県の自然を紹介しています。
９時３０分～１７時００ ７月２(月・)９(月)・１７(火)・２ 地球や生命の歴史すべてをまとめて『自然史』と呼んでいます。本博物館で
http://www.gmnh.pref.gunma.jp/
分
３(月)・３０(月)
はこの『自然史』をテーマとし、生命の歴史や群馬県の自然を紹介していま
す。

安中市

安中市 松井田庁舎

安中市松井田町新堀２ ０２７－３８２－
４５
１１１１

８時３０分～１７時００
週末（土日）・祝日
分

瓦屋根（切妻）が特徴的な珍しい建造物
１Ｆ玄関横の市民サロン・１３脚・テレビあり
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施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

安中市松井田町新堀５ ０２７－３９３－
３０
４４００

９時００分～１８時００ 毎週月曜日（その他、振替
分（併設図書館の閉 休日7/17 月末休館日
館時間は１８時）
7/31・8/31）

図書館が併設されている
１階 エントランスホール・市民サロン室
大・小ホール、展示ギャラリーにて催し物が完済される日時は、利用できま
せん。また、既設のベンチ・イスは、座席数に限りがあります。

http://www.city.annaka.lg.jp/kyouiku
shougaigakushu/kaikanmoyoshi.html

安中市安中３－９－６３

０２７－３８１－
０５８６

８時３０分～１８時００
毎週火曜日（その他、振替
分（併設図書館の閉
休館日 ７／１８）
館時間は１８時）

図書館も併設されている
１階 エントランスホール・談話コーナー

http://www.city.annaka.lg.jp/kyouiku
shougaigakushu/bunsetop.html

安中市原市６５番地

０２７－３８１－
０７４７

９時３０分～１６時３０
毎週火曜日
分

普段見る事のできない植物が育てられている
http://www.city.annaka.lg.jp/clean
碓氷川熱帯植物園の休憩スペース・椅子・テーブル有り、室内温度に応じて
center/shokubutsuen.html
エアコンを使用。

群馬県野鳥の森 小根山
安中市松井田町横川
森林公園

０２７－３９５－
３０２６

９時３０分～１６時３０
毎週木曜日
分

標高が高く木々に囲まれている自然環境
http://www.city.annaka.lg.jp/kanko
市街地より標高が高く、木々に囲まれている環境なので、涼しく過ごすことが
spot/oneyama.html
できる

安中公民館

０２７－３８２－
７６４１

９時００分～２２時００
なし
分

市街地の中心部に存在する公民館
講義室・図書館・和 室における、社会教育法に準じた団体、公民館主催事 http://www.city.annaka.lg.jp
業より派生した社会教育団体等による生涯学習活動

安中市 スポーツセンター
０２７－３８２－
安中市安中１５３１－１
子どもスポーツ広場
２５００

８時３０分～１８時００
屋外施設のため閉館なし
分

西駐車場に隣接した子どもスポーツ広場
安中市スポーツセンターの西側に位置しており、水遊びのできる遊水池、噴 http://www.city.annaka.lg.jp/kyouiku
水、滝などがあります。ふわふわドームもありますので、いろいろな遊びが楽 shougaigakushu/sports.html
しめます。

安中市松井田町横川
タリーズコーヒー横川SA下
字井戸入917（横川SA 027-395-2066
り店
下り）1F

7時00分～19時00分

ひんやり冷たい多数のスムージーをご用意してお待ちしております。
マイボトルのお持ちのお客様には、ドリンク価格より30円引きさせていただき http://www.tullys.co.jp/
ます。（マイボトルは、タンブラーのほかマグカップもＯＫです。）

碓氷峠の森公園交流館
峠の湯

安中市松井田町坂本
1222

027-380-4000

10時～21時（最終入
7/9・7/23・8/27
館 20時30分）

碓氷峠のふもとにある日帰り温泉です。温泉で汗を流した後は、大広間で
クールシェアできます。

https://www.usuitouge.com/tougenoy
u

あやこまごころ診療所

安中市磯部4-13-18

027-388-1180

8：00～16：00

一般内科の診療所で、畳の待合室です。
涼みにだけでもどうぞ。

https://ayako-magokoro.com/

施設等の名称

所在地

安中市 松井田文化会館

安中市 文化センター

碓氷川熱帯植物園

安中市安中３７９９

電話番号

毎週木曜

みどり市
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「ぐんまクールシェア２０１９」クールシェアスポット一覧
実施期間中の
実施期間中の
営業時間（開館時間） 休業日（閉館日）

施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

みどり市笠懸町阿左美
0277-76-2211
1581番地1

火～土曜 9時00分
～22時00分
月曜日
日曜・祝日 9時00分
～17時00分

1階ロビーをご利用ください

https://www.city.midori.gunma.jp/

みどり市立笠懸図書館

みどり市笠懸町鹿３７３
0277-77-1010
番地

平日 9時30分～18
時 土・日曜・祝日 9 月曜日・7月25日・8月29日
時30分～19時

1階 図書書架、新聞・雑誌コーナー、談話コーナーをご利用ください

http://www.city.midori.gunma.jp

みどり市立大間々図書館

みどり市大間々町大
間々1332-3

0277-73-0707

火～金 9時30分～
18時
毎週月曜日、資料整理日： クールシェアの快適な環境で読書を楽しんでください
土・日・祝日(月曜日を 7/26(金)・8/29(木)
１階図書開架フロア及び２階休憩コーナーをご利用ください。
除く) 9時30分～19時

http://www.city.midori.gunma.jp/librar
y/

みどり市大間々博物館

みどり市大間々町大
間々１０３０

０２７７－７３－
４１２３

９時００分～１７時００
月曜日（祝日の場合は翌
分（入館は１６時３０
日）
分まで）

赤城山東南麓の自然・歴史・民俗を総合的に展示しています。館内の見学
には入館料が必要です。

http://www.city.midori.gunma.jp/cono
dont

岩宿博物館

みどり市笠懸町阿左美 0277－76－
1790－1
1701

９時 ３０分 ～ １７
時 ００分

岩宿遺跡の隣にある博物館。数万年前の旧石器時代の日本列島と人類の
http://www.city.midori.gunma.jp/iwaju
くらしなどを模型や映像も加えて展示しています。入館料は一般300円・高校
ku/
生200円・小中学生100円。ロビーの利用は無料です。

富弘美術館

みどり市東町草木86

0277-95-6333

9時～17時（最終入館
は16時30分まで）

とりせん大間々店

みどり市大間々町大
間々401-3

0277-73-0107

9：00～24：00

施設等の名称

所在地

みどり市笠懸公民館

電話番号

月曜日（祝日と重なる場合
は翌日）

詩画作家 星野富弘さんの作品を展示する美術館です。ロビー及び展示室、
https://www.city.midori.gunma.jp/tom
7月1日 休憩室等各所にソファがあります。売店・カフェのみの利用の場合は、入館
ihiro/
料無料です。また、カフェ以外の場所での飲食はご遠慮ください。

「安全です！新鮮です！！」をモットーに、地域のお客様の暮らしがより豊か
http://www.torisen.co.jp/
になるよう奉仕する会社です。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

無休（元日のみ休業）

甘楽町

ら・ら・かんら 甘楽町図書 甘楽町大字福島12580274-70-4660
館
2

（火）～（日）９時00分
毎週月曜日（但し、月曜が
～１９時00分、
祝日の場合は翌日が休館
但し、8/14（水）・15
日）
（木）は17時00分まで

当館は、公民館的な機能をもったコミュニティエリアと図書館エリアの併設施 http://www.town.kanra.lg.jp/kyouiku/
設です。図書館エリアや1Fロビー新聞閲覧コーナーをお気軽にご利用くださ gakusyuu/news/20171019143254.ht
い。
ml
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「ぐんまクールシェア２０１９」クールシェアスポット一覧
実施期間中の
実施期間中の
営業時間（開館時間） 休業日（閉館日）

施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

甘楽町大字小幡444番
0274-74-5445
地1

9時00分～18時00分

本施設は、売店・フードコート・食堂で構成区分けされています。
フードコートをクールシェア場所として活用できます。

http://www.town.kanra.gunma.jp/sbusan/busan/news/01.html

中之条町伊勢町１００５ ０２７９－７６－
－１
３１１５

９時３０分～１９時００
毎週月曜日と7/23・8/27
分

誰でも気軽に利用できる図書館で、アットホームな雰囲気と笑顔あふれる図
書館を目指しています。クールシェアで利用できるシビックホールでは、新聞
や雑誌を見ながらゆっくりお過ごしいただけます。（飲食可）

http://www.town.nakanojo.
gunma.jp/twinplaza/triyo.html

長野原町大字北軽井
沢

0279-86-3000

8時30分 ～ 17時00
12/1 ～ 3/31
分

浅間山の麓にある当施設は、標高1,300m超の高原に立地しているため、夏 http://www.asamaen.tsumagoi.gunma.
でも冷房を使用せず冷涼に過ごせる。なお、県民の日は無料で開放。
jp/

長野原・草津・六合ステー 長野原町大字長野原
ション
1263-5

0279-82-1515

１０時００分～１６時０
不定休
０分

0279-83-8088

8：30~18：00、ｺﾝﾋﾞﾆｴ
なし
ﾝｽｽﾄｱ（7：00~19：00）

絶景・人・心と出会える場所。
雄大な山々に囲まれた絶好なロケーションのもと、多くの方にゆっくりくつろ
いでいただける場所です。地元の特産品や新鮮野菜を取り揃えた農産物市
場や、食事処、コンビニも完備。

http://yambamichinoeki.co
m

嬬恋村鎌原1053-26

0279-86-3000

8時30分～17時

標高1400メートルにある火山博物館です。遊歩道も完備し高原の涼しさを体
験していただけます。

http://www.asamaen.tsuma
goi.gunma.jp/

高山村中山6860-86

0279-70-5300

(毎日)10時00分～17
毎週月曜(月曜が祝日の場 前橋よりも気温は5度以上低く、夏でもすごしやすい日が多くあります。昼は
時00分・
合は翌火曜)・
施設見学のほか屋外の散策。夜は目で直接覗くことができるものとしては世 http://www.astron.pref.gunma.jp/
(土日祝)18時00分～
8/20、21、27
界最大クラスの望遠鏡で、星空を体験していただけます。
22時00分

施設等の名称

所在地

道の駅 甘楽

電話番号

中之条町

中之条町ツインプラザ図
書館

長野原町

長野原町営 浅間園

長野原町大字林1567
道の駅 八ッ場ふるさと館
番地4

嬬恋村

浅間火山博物館

毎週水曜日（除：8月14日）

高山村

群馬県立ぐんま天文台
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「ぐんまクールシェア２０１９」クールシェアスポット一覧
施設等の名称

所在地

電話番号

高山ふれあいパーク

高山村中山2355-1

0279-63-2111

実施期間中の
実施期間中の
営業時間（開館時間） 休業日（閉館日）

施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）
標高600ｍの高原にあり周囲を山に囲まれた道の駅中山盆地の敷地内に平
成３０年４月１日にオープンしました。高台に設置された四阿では周囲がよく
見渡せ涼しい風を感じられます。

片品村

花の駅・片品「花咲の湯」 片品村花咲1113

0278-20-7111

10時 00分 ～ 21時 毎月第2・第4水曜日（祝祭
00分
日の場合は営業）

標高830ｍの高原に位置し、休憩所や食事処では周囲の山々に囲まれた風
景と相まって常に涼しさを感じることが出来ます。

寄居山温泉 ほっこりの湯 片品村鎌田4078-1

0278-58-4568

10時 00分 ～ 20時
00分 （平日）
毎月第1・第3水曜日（祝祭
10時 00分 ～ 21時 日の場合は営業）
00分 （土日・祝日）

標高800ｍの高原にあり、休憩スペースの眼下には片品川が流れ、冷風な
空気を感じることが出来ます。

hokkorinoyu.net

片品村鎌田3967-1

0278-25-4644

直売所：9時00分～18
時00分、スナックコー
ナー：9時00分～17時
00分
毎月第4火曜日
かたしな食堂：11時00
分～15時00分、村民
キッチン：11時00分～
14時00分

国道１２０号線沿い片品村役場の隣に位置し、レストラン店内では尾瀬国立
公園の稜線をはじめ片品の里山風景を目の当たりにしながら涼しく快適に
お過ごしいただくことができます。

http://ozekatashina.info/michinoeki

昭和村森下2406-2

0278-25-4831

9:00～18:00

エアコンを完備していますが、高原地帯にあるため前橋などより涼しく、日陰
でも快適に過ごせます。新鮮な夏野菜で水分補給も美味しくできるのが特徴
です。

https://agream-showa.jp/

みなかみ町上牧１７３５

０２７８－２０－
４０４０

毎週月曜日（７／１５、８／１ 音楽関係や展示イベントがある場合、エントランスホールのシェアはできな
９時００分～１７時００
２除く）、７／１６・１７ ８／１ い場合がありますが、児童図書室については開館日は常にシェアできます
分
３・１４
のでご利用下さい。

http://www.town.minakami.gunma.jp/
politics/13sisetu/

９時００分～１７時００
無休
分

http://www9.wind.ne.jp/mizukikoukan
/

道の駅尾瀬かたしな

昭和村

道の駅あぐりーむ昭和

なし

みなかみ町

みなかみ町カルチャーセ
ンター

道の駅 みなかみ水紀行 みなかみ町湯原１６８１ ０２７８－７２－
館
－１
１４２５

利根川の川縁にある諏訪峡遊歩道を散策し、道の駅をご利用下さい。
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「ぐんまクールシェア２０１９」クールシェアスポット一覧
施設等の名称

所在地

電話番号

道の駅 月夜野矢瀬親水 みなかみ町月夜野２９ ０２７８－２０－
公園
３６
２１２３

奥平温泉 遊神館

みなかみ町入須川３７ ０２７８－６４－
８
２６２６

月夜野びーどろパーク グ
みなかみ町後閑737-1 0278-62-2211
ラスアート美術館

実施期間中の
実施期間中の
営業時間（開館時間） 休業日（閉館日）

施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

９時００分～１７時００
無休
分

利根川から吹かれる風と公園内の木陰やじゃぶじゃぶ池で自然の香りを満
http://www.tsukiyono-harvest.com/
喫していただきたい。

１０時００分～２１時０
第２・４木曜日
０分

入浴後（有料）、快適な室内でくつろいで頂けます。
入浴料５７０円→４５０円（窓口でクールシェアスポット利用と伝えて下さい）

http://takuminosato.or.jp/y
usin/y index.ht

AM9:00～PM5:00

・ガラスショップ
・レストラン
・グラスアート美術館

http://www.vidro-park.jp

無し

矢木沢ダム(奥利根湖)

みなかみ町藤原63810278-75-2081
2

6時00分～18時00分 なし

利根川源流の奥利根湖畔は水とみどりに囲まれ、清涼な風が吹く避暑には https://www.water.go.jp/kanto/numa
絶好のロケーションです
ta/

奈良俣ダム(ならまた湖)

みなかみ町藤原63220278-75-2511
24

6時00分～18時00分 なし

利根川源流のならまた湖畔は水と緑に囲まれ、清涼な風が吹く避暑には絶 https://www.water.go.jp/kanto/numa
好のロケーションです
ta/

みなかみ町福祉センター
のぞみ館

みなかみ町新巻301番 ０２７８－６４－
地１
２３６６

午前8時30分～午後5
毎週日曜日
時30分

新治中学校と新治小学校の中間に位置する施設です。
会議室を学習室として、ロビーを交流スペースとして開放します。デイサービ http://minakamishakyo.jp
ス併設ですのでボランティア体験も可能です。

玉村町

０２７０－６５－
１１２２

玉村町立図書館

玉村町大字福島３２５

道の駅 玉村宿

玉村町大字上新田６０ ０２７０－２７－
４－１
６６８８

玉村町歴史資料館

玉村町大字福島３２５

０２７０－３０－
６１８０

平日：９時００分～１９
児童書、専門書、雑誌からCD・DVD・ﾋﾞﾃﾞｵまで多彩な資料を用意していま
時００分
月曜日、７月２５日、８月２９
す。視聴覚資料は館内で視聴できます。「調査・研究」のお手伝いもできま
土日：９時００分～１７ 日
す。また、学習に使える集会室は、１度に３６名までご利用いただけます。
時００分
９時３０分～１９時００
毎月第３水曜日
分

http://www.library.tamamura.gunma.jp
/

直売所では新鮮な地場産野菜やお惣菜、おみやげ品、水ナスなど町の特色
ある商品を取り揃えております。お腹がすいたらtama亭で１番人気の軍配山
https://www.tamamura-juku.com/
ラーメンはいかがですか。
誰でも休憩できるたまたんギャラリーにくつろぎに来てみてください。

常設展示では、江戸時代に宿場として栄えた玉村町の姿や宿場がおかれる
１０時００分～１６時０ 月曜日、７月２・３日、８月１
http://www.town.tamamura.lg.jp/site.
までの歴史を考古資料・歴史資料・映像などで紹介。実施期間中は、玉村町
０分
１日
siryoukan/
の埴輪を紹介する企画展を開催。ク－ルシェアしながら見学しませんか。
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「ぐんまクールシェア２０１９」クールシェアスポット一覧
施設等の名称

所在地

電話番号

実施期間中の
実施期間中の
営業時間（開館時間） 休業日（閉館日）

施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

とりせん玉村店

玉村町上飯島280

0270-64-6306

9：00～21：45

「安全です！新鮮です！！」をモットーに、地域のお客様の暮らしがより豊か
になるよう奉仕する会社です。皆様のご来店を心よりお待ちしております。 http://www.torisen.co.jp/

明和町千津井３１４番
地１

０２７６－５０－
１６０５

なし※イベント、貸館の状況
乳幼児から高齢者まで多世代のふれあい、交流の施設。ホール、挽きたて
８時３０分 ～ ２１時 により利用可能なスペース
コーヒーが味わえる給湯コーナー、介護予防やサークル活動ができるレク
３０分
が変わります。施設へご確
レーションスペース、乳幼児親子のためのキッズスペースが利用できます。
認ください。

http://www.town.meiwa.gu
nma.jp/

明和町須賀２４９番地１ 0276-55-8716

なし※イベント、貸館の状況
乳幼児から高齢者まで多世代のふれあい、交流の施設。ホール、挽きたて
８時３０分 ～ ２１時 により利用可能なスペース
コーヒーが味わえる給湯コーナー、介護予防やサークル活動ができるレク
３０分
が変わります。施設へご確
レーションスペース、乳幼児親子のためのキッズスペースが利用できます。
認ください。

http://www.town.meiwa.gu
nma.jp/

0276-84-5555

月曜日（祝日の場合は開館
9時30分～18時15分 し、翌日が休館）、月末最終
平日

http://www.library.meiwa.g
unma.jp

0276-86-2885

9時00分～17時15分

無休（元日のみ休業）

明和町

明和町ふれあいセンター
スズカケ

明和町ふれあいセンター
ポプラ

日本キャンパックホール図
明和町南大島1073-1
書館

千代田町

千代田町立山屋記念図書 千代田町大字赤岩
館
1895-1

月曜日（月曜祝日は開館
し、翌日休館）

1階雑誌コーナー及び閲覧コーナー

https://www.town.chiyoda.gunma.jp/t
osyokan/index.html

千代田町温水プール

千代田町上五箇600-2 0276-86-3012

プールに入って気持ち良い汗をかいてみませんか？
10時00分～12時00分
月曜日（月曜日が祝日の場 事前の会員登録は必要ありません。
13時00分～17時00分
合は翌火曜日）
プールに入るためには利用料が必要です。
18時00分～20時30分
詳しくはホームページをご覧ください。

ミスタードーナツ ジョイフ
ル本田千代田ショップ

千代田町大字萱野８１
0276-86-6883
３－１

09:00～20:00

ミスタードーナツでは、手づくりのおいしいドーナツをご用意しております。
冷たいドリンクや期間限定の冷たいスイーツもございます。ぜひお立ち寄りく www.misterdonut.jp
ださい。

大泉町日の出５５番１
号

8時30分～17時15分
（実施期間7/1～
なし
9/30）

大泉町役場１階の町民ホールにて行います。椅子１８脚、テーブル３台を設
置してあります。
一度に１８人までのクールシェアが可能です。

http://www.town.chiyoda.gunma.jp/ky
oiku/sports/sports003.html

大泉町

大泉町役場

０２７６－６３－
３１１１
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http://www.town.oizumi.gu
nma.jp

「ぐんまクールシェア２０１９」クールシェアスポット一覧
施設の紹介（施設のＰＲ・クールシェアで利用できる場所・利用者特典・備考
ホームページURL
等）

所在地

大泉町いずみの杜

大泉町朝日四丁目７番 ０２７６－２０－
１号
００３５

１０時～１７時１５分
（実施期間7/1～
9/30）

大泉町文化むら

大泉町朝日五丁目２４ ０２７６－６３－
番１号
７７３３

当施設は、大ホール棟、展示ホール棟、資料館がある施設です。展示ホー
9時00分～22時00分
月曜休館日（月曜が祝日の ル棟休憩室がクールシェアの部屋です。
（実施期間7/1～
場合は次の日）
一度に３６人までのクールシェアができます。
9/30）
尚、休館日はお問い合わせください。

http://www.bunkamura.or.j
p

大泉町公民館

大泉町大字吉田２４６５ ０２７６－６２－
番地
２３３０

8時30分～22時00分
7月27日及び28日、8月13日
（実施期間7/1～
施設内ロビーは、どなたでもご利用可能です。
～16日は17時で閉館
9/30）

http://www.town.oizumi.gu
nma.jp/10shisetsu/128902
2672-5.html

大泉町中央三丁目１１ ０２７６－６３－
番２１号
６３９９

火～金曜日 9：00～
19：00
土日祝日 1Ｆ 9：00～ 7/1.8.16.22.29.31、
19：00、2Ｆ 9：00～
8/5.13.19.26.31、
17：00
9/2.9.17.24.30
（実施期間7/1～
9/30）

全館でクールシェアができます。
1Ｆ、2Ｆとも学習できるスペースがあり、空いているところを自由に使えます。
また1Ｆでは飲食可能でゆっくり過ごせます。

http://www.library.oizumi.g
unma.jp

大泉町保健福祉総合セン 大泉町大字吉田２４６５ ０２７６－６３－
ター社協棟
番地
２２９４

8時30分～17時15分
（実施期間7/1～
土・日曜日、祝日
9/30）

社協棟は、大泉町社会福祉協議会事務所になっています。事務所前のホー
ルを利用できます。

http://www.oizumishakyo.o
r.jp

ベルクベスタ大泉店

大泉町立図書館

電話番号

実施期間中の
実施期間中の
営業時間（開館時間） 休業日（閉館日）

施設等の名称

いずみの杜は、勤労複合福祉施設です。楽しく集い、遊び、学べる交流空間
月曜日（月曜日が祝日の場 として施設内は目的に応じ利用できる４棟に分かれ、中でもリフレッシュ棟は
合は次の日）
休憩や懇談、親子のふれあい等クールシェアの利用できる最適な憩いの場
所です。

http://www.tohogroup.co.jp
/izumi/index.htm

大泉町住吉57-1

0276-20-3500

9：00～24：00

なし

「地域社会の人々により充実した生活を」を企業理念に掲げ、地域密着型の
食品スーパーマーケットをチェーン展開しています。皆様のご来店、お待ちし
ております。

https://www.belc.jp/

とりせん邑楽町店

邑楽町中野3110-3

0276-70-2322

9：00～21：45

無休（元日のみ休業）

「安全です！新鮮です！！」をモットーに、地域のお客様の暮らしがより豊か
になるよう奉仕する会社です。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

http://www.torisen.co.jp/

生活協同組合コープぐん
ま中野店

邑楽町大字中野4435

0276-88-2929

9時30分～21時00分 無し

邑楽町

店内でお買上頂いた物を「涼しいイートインコーナー」でお召し上がりになる http://gunma.coopnet.or.jp/service/s
事ができます。
hop/
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